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高城科目－基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

橋元 純也、1年生チューター

初年次セミナーⅠ

授業形態
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複数, クラス
分け

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
初年次教育の中核科目として、各学科・総合教育センター・事務部による全学的連携のもと、初年次生の本大学に
おける自主的な学修、および自律的な生活への円滑な移行を支援する。
【授業の到達目標】
①さまざまな行事参加をふくむ授業を通じて本大学構成員間の信頼関係を構築しながら、②本学院の建学の精神や
本大学の歴史・教育理念などを理解し、③大学生として、本大学生として、所属学科の学生として、必要な認識・知
識・技術・学修習慣・基礎学力を身につける。
【授業の概要】
第1・2回目に、授業概要ガイダンス・時間割作成支援、およびオリエンテーションを学科別におこなう。第3・4・5
回目に、総合教育センターが担当して合同セミナーをおこなう。第6回目以降に、生産工（M）・情報デザイン（D）・
現代社会（S）の各学科教員による学科セミナーをおこなう。合同セミナー・学科セミナーでは、チューターによるホ
ームルームの時間も設定する。
基礎学力定着のため、入学前教育に引き続き、eラーニング「HKG基本ドリル」 LEVEL-1に取り組み、そのアクセス
状況・成績・獲得ポイントなどの学修状況はチューターによって把握され、自主学修の支援に利用される。
【授業計画と準備学修】
第 １回 学科セミナー 授業概要ガイダンス／時間割作成支援
〇事前学修 シラバスを読んで授業の目的・目標・概要などを理解し、質問を用意する。
〇事後学修 時間割を完成し学修計画を立てる。各学科作成配布「初ゼミⅠ」予定表を確認する。
第 ２回 学科セミナー 新入生オリエンテーション
〇事前学修 オリエンテーションの趣旨・計画・内容などについて理解し、質問を用意する。
〇事後学修 オリエンテーションの内容をふまえ、大学 HP で所属学科の特徴について確認する。
第 ３回 合同セミナー 大学生の学修と生活① 大学について知る
〇事前学修 『学生便覧』を読んで内容を理解し、質問を用意する。
〇事後学修 『キャンパス用語集 2019 年度版・前半』の内容を整理する。
第 ４回 合同セミナー 大学生の学修と生活② 本大学について知る
〇事前学修 『履修要項』を読んで内容を理解し、質問を用意する。
〇事後学修 『キャンパス用語集 2019 年度版・後半』の内容を整理する。
第 ５回 合同セミナー 大学生と人権
〇事前学修 人権擁護委員・障害者基本法・障害者権利条約について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 配布資料にもとづき授業（人権擁護委員講演・DVD 視聴）の内容を整理する。
第 ６回 学科セミナー M 中間まとめ／D チューターG 別体験学習①／S 個別面談
〇事前学修 各学科配布の予定表にしたがい、必要な学科・コースの情報を大学 HP で調査する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-1 にとりくむ。
第 ７回 学科セミナー M 機械工学コース①／D チューターG 別体験学習②／S 学外学修・事前学修
〇事前学修 各学科配布の予定表にしたがい、必要な学科・コースの情報を大学 HP で調査する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-1 にとりくむ。
第 ８回 学科セミナー M 機械工学コース②／D チューターG 別体験学習③／S 学外学修①
〇事前学修 各学科配布の予定表にしたがい、必要な学科・コースの情報を大学 HP で調査する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-1 にとりくむ。
第 ９回
〇事前学修 各学科配布の予定表にしたがい、必要な学科・コースの情報を大学 HP で調査する。
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〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-1 にとりくむ。
第 １０回 学科セミナー M 電気情報コース②／D チューターG 別体験学習⑤／S 学外学修③
〇事前学修 各学科配布の予定表にしたがい、必要な学科・コースの情報を大学 HP で調査する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-1 にとりくむ。
第 １１回 学科セミナー M バイオ生産コース①／D チューターG 別体験学習⑤／S 学外学修・まとめ
〇事前学修 各学科配布の予定表にしたがい、必要な学科・コースの情報を大学 HP で調査する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-1 にとりくむ。
第 １２回 学科セミナー M バイオ生産コース②／D チューターG 別体験学習⑥／S 基礎学力セミナー
〇事前学修 各学科配布の予定表にしたがい、必要な学科・コースの情報を大学 HP で調査する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-1 にとりくむ。
第 １３回 学科セミナー M 学外学修①／D チューターG 別体験学習⑦／S 喫煙セミナー
〇事前学修 各学科配布の予定表にしたがい、必要な学科・コースの情報を大学 HP で調査する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-1 にとりくむ。
第 １４回 学科セミナー M 学外学修②／D チューターG 別体験学習⑧／S 認知症セミナー
〇事前学修 各学科配布の予定表にしたがい、必要な学科・コースの情報を大学 HP で調査する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-1 にとりくむ。
第 １５回 学科セミナー 期末まとめ
〇事前学修 合同セミナー・学科セミナーの内容を整理する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-1 にとりくむ。

【テキスト】
テキスト『キャンパス用語集 2019年度版』を配布する。
【参考書・参考資料等】
『学生便覧』、『履修要項』、各学科作成配布「初年次セミナーⅠ」予定表など。
ｅラーニング「HKG基本ドリル」LEVEL-1（大学HPトップ → 専用バナー）
【成績評価の方法等】
授業・ｅラーニングへの取り組みや提出物の状況・内容などによる平常点（100％）によ
り、各チューターが評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」
○
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授業科目
英

訳

配当年次
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担当教員

橋元 純也、1年生チューター

初年次セミナーⅡ

授業形態

First year seminar Ⅱ

複数, クラス
分け

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
初年次教育の中核科目として、各学科・総合教育センター・事務部による全学的連携のもと、初年次生の本大学に
おける自主的な学修、および自律的な生活への円滑な移行を支援する。
【授業の到達目標】
①さまざまな行事参加をふくむ授業を通じて本大学構成員間の信頼関係を構築しながら、②本学院の建学の精神や
本大学の歴史・教育理念などを理解し、③大学生として、本大学生として、所属学科の学生として、必要な認識・知
識・技術・学修習慣・基礎学力を身につける。
【授業の概要】
第1回目に、授業概要ガイダンス・時間割作成支援・研究倫理教育を学科別におこなう。第2回目に、総合教育セン
ターが担当して合同セミナーをおこなう。第3回目以降に、生産工（M）・情報デザイン（D）・現代社会（S）の各学
科教員または総合教育センター提供授業による学科セミナーをおこなう。合同セミナー・学科セミナーでは、チュー
ターによるホームルームの時間も設定する。
基礎学力定着のため、eラーニング「HKG基本ドリル」 LEVEL-1・LEVEL-2に取り組み、そのアクセス状況・成績・獲
得ポイントなどの学修状況は、チューターによって把握され、自主学修の支援に利用される。
【授業計画と準備学修】
第 １回 学科セミナー 授業概要ガイダンス／時間割作成支援／研究倫理教育
〇事前学修 シラバスを読んで授業の目的・目標・概要などを理解し、質問を用意する。
〇事後学修 時間割を完成し学修計画を立てる。各学科作成配布「初ゼミⅡ」予定表を確認する。
第 ２回 合同セミナー 大学生と社会
〇事前学修 消費生活センター・消費者トラブルについて調査し、質問を用意する。
〇事後学修 配布資料にもとづき授業（広島消費者協会講演・DVD 視聴）の内容を整理する。
第 ３回 学科セミナー M キャリアデザイン入門／D 海田町の歴史と文化／S 個別ゼミ
〇事前学修 各学科配布の予定表にしたがい、必要な情報を調査し、質問を用意する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-2 にとりくむ。
第 ４回 学科セミナー MDS 高城祭参加
〇事前学修 高城祭について、大学 HP・『キャンパス用語集』などで調査する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-2 にとりくむ。
第 ５回 学科セミナー M 海田町の歴史と文化／DS キャリアデザイン入門
〇事前学修 各学科配布の予定表にしたがい、必要な情報を調査し、質問を用意する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-2 にとりくむ。
第 ６回 学科セミナー SPI とは何か① 基礎
〇事前学修 適性検査・SPI について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-2 にとりくむ。
第 ７回 学科セミナー SPI とは何か② 発展
〇事前学修 適性検査・SPI について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-2 にとりくむ。
第 ８回 学科セミナー 特別キャンパス活動案内
〇事前学修 科目「特別キャンパス活動」について、大学 HP・『キャンパス用語集』で調べる。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-2 にとりくむ。
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第 ９回 学科セミナー 海外・異文化体験
〇事前学修 自分の海外・異文化体験、またはその希望についてまとめ、質問を用意する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-2 にとりくむ。
第 １０回 学科セミナー M 中間まとめ／D チューターG 別体験学習⑩／S 学外学修・事前学修
〇事前学修 各学科配布の予定表にしたがい、必要な情報を調査し、質問を用意する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-2 にとりくむ。
第 １１回 学科セミナー M 機械工学コース③／D チューターG 別体験学習⑪／S 学外学修①
〇事前学修 各学科配布の予定表にしたがい、必要な情報を調査し、質問を用意する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-2 にとりくむ。
第 １２回 学科セミナー M 電気情報コース③／D チューターG 別体験学習⑫／S 学外学修②
〇事前学修 各学科配布の予定表にしたがい、必要な情報を調査し、質問を用意する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-2 にとりくむ。
第 １３回 学科セミナー M バイオ生産コース③／D 情報デザイン講演会／S 学外学修・まとめ
〇事前学修 各学科配布の予定表にしたがい、必要な情報を調査し、質問を用意する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-2 にとりくむ。
第 １４回 学科セミナー M 学外学修／D 美術館見学／S 性感染症対策セミナー
〇事前学修 各学科配布の予定表にしたがい、必要な情報を調査し、質問を用意する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-2 にとりくむ。
第 １５回 学科セミナー 期末まとめ
〇事前学修 合同セミナー・学科セミナーの内容を整理し、質問を用意する。
〇事後学修 e ラーニング「HKG 基本ドリル」LEVEL-2 にとりくむ。

【テキスト】
テキスト『キャンパス用語集 2019年度版』を配布する。
【参考書・参考資料等】
『学生便覧』、『履修要項』、各学科作成配布「初年次セミナーⅡ」予定表など。
ｅラーニング「HKG基本ドリル」LEVEL-2（大学HPトップ → 専用バナー）
【成績評価の方法等】
授業・ｅラーニングへの取り組みや提出物の状況・内容などによる平常点（100％）により
、各チューターが評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」
○

BG19-101030-A
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単位数

2 単位

【授業の目的】
日本語の用字・用語・表現技術といった諸相を理解したうえで、おもに文章表現によるコミュニケーションの実践
経験をつみながら、大学における学修を基底からささえる基礎学力として、また社会に対応・貢献するための人間力
としての日本語コミュニケーション能力を身につける。
【授業の到達目標】
適切な用字・用語・表現技術によって、論旨の明快な文章が作成できるようになる。
※作成文章の評価はルーブリック（評価基準表）をもちいておこなう
※科目「コミュニケーションⅠ」ルーブリック
http://www.hkg.ac.jp/~hashimoto/blog/rubrics-com1
【授業の概要】
第1～5回で日本語の用字を理解しながら日本語の表現技術をまなび、第6～10回で日本語の用語を理解しながら通信
文や履歴書における文章作成を実践し、第11～15回で論説文の読解をまなびながら所与の主題に沿った文章作成を実
践する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 講義概要ガイダンス／用字①日本漢字の音訓
〇事前学修 シラバスを読んで授業の目的・概要などを理解し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№1-1・2 の内容を整理し、№1-3 の例題を解き直す。
第 ２回 用字②日本漢字の形／表現技術①文章構成
〇事前学修 類字形・誤字形について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№2-1・2 の内容を整理し、№2-3・4 の例題を解き直す。
第 ３回 用字③かなづかいの原則と例外／表現技術②文体統一・主述対応
〇事前学修 かなづかいの原則と例外について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№3-1・2 の内容を整理し、№3-3・4 の例題を解き直す。
第 ４回 用字④送りがなの原則と例外／表現技術③副詞・ダラダラ文
〇事前学修 送りがなの原則と例外について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№4-1・2 の内容を整理し、№4-3・4 の例題を解き直す。
第 ５回 1/3 まとめ・確認テスト
〇事前学修 講義プリント№1～4 の全例題を解き直す。
〇事後学修 用字①～④、表現技術①～③について整理・理解する。
第 ６回 用語①同意語・反意語／通信文①手紙
〇事前学修 同意語・反意語について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№6-1・2 の内容を整理し、№6-3・4 の例題を解き直す。
第 ７回 用語②ことわざ・慣用句／通信文②封書・往復葉書
〇事前学修 ことわざ・慣用句について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№7-1・2 の内容を整理し、№7-3・4 の例題を解き直す。
第 ８回 用語③外来語・漢字の使用／履歴書①事実関係欄
〇事前学修 外来語について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№8-1・2 の内容を整理し、№8-3・4 の例題を解き直す。
第 ９回 用語④重複表現／履歴書②自己アピール欄
〇事前学修 重複表現について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№9-1・2 の内容を整理し、№9-3・4 の例題を解き直す。
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第 １０回 2/3 まとめ・確認テスト
〇事前学修 講義プリント№6～9 の全例題を解き直す。
〇事後学修 用語①～④、通信文①②、履歴書①②について整理・理解する。
第 １１回 文章読解①論証の形式／文章作成①主題設定と段落法
〇事前学修 これまでに経験した文章作成とその難しさについてまとめ、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№11-1・2 の内容を整理し、№11-3・4 の例題を解き直す。
第 １２回 文章読解②論証の分析／文章作成②作文・第 2 段落
〇事前学修 作文・第 2 段落の内容（大学入学前）について材料を収集する。
〇事後学修 講義プリント№12-1・2 の内容を整理し、№12-3・4 の例題を解き直す。
第 １３回 文章読解③導出の区別・基礎／文章作成③作文・第 3・4 段落
〇事前学修 作文・第 3・4 段落の内容（大学卒業後・在学中）について材料を収集する。
〇事後学修 講義プリント№13-1・2 の内容を整理し、№13-3・4 の例題を解き直す。
第 １４回 文章読解④導出の区別・発展／文章作成④作文・下書き完成
〇事前学修 作文・第 1～4 段落の推敲をかさねる。
〇事後学修 講義プリント№14-1・2 の内容を整理し、№14-3・4 の例題を解き直す。
第 １５回 3/3 まとめ・確認テスト
〇事前学修 講義プリント№11～14 の全例題を解き直す。
〇事後学修 文章読解①～④、文章作成①～④を整理・理解する。

【テキスト】
指定教科書なし。毎回、担当者が講義プリントを作成し、テキストとして配付する。
【参考書・参考資料等】
講義中に必要に応じて示す。
【成績評価の方法等】
有効提出物枚数と発表回数による平常点（30％）と第5・10・15回目のまとめ時に実施す
る3回の確認テストの結果（70％）とを総合して評価点を算出する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BG19-101040-A
区

分

高城科目－基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

橋元 純也

コミュニケーションⅡ

授業形態

Communication Ⅱ

単独, クラス
分け

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
口頭表現の特徴・基礎・技術・モラルといった諸相を理解したうえで、おもに口頭表現によるコミュニケーション
の実践経験をつみながら、大学における学修を基底からささえる基礎学力として、また社会に対応・貢献するための
人間力としての日本語コミュニケーション能力を身につける。
【授業の到達目標】
口頭表現について適切な基礎知識・技術・モラルを身につけ、場面設定に応じた原稿作成ができる。
※作成原稿の評価はルーブリック（評価基準表）をもちいておこなう
※科目「コミュニケーションⅡ」ルーブリック
http://www.hkg.ac.jp/~hashimoto/blog/rubrics-com2
【授業の概要】
第1～5回で口頭表現の特徴・基礎・技術といった諸相を理解しながら自己紹介原稿を作成し、第6～10回で尊敬語・
謙譲語といった口頭表現のモラルをまなびながら自己アピール原稿を作成し、第11～15回で丁寧語・美化語といった
口頭表現のモラルをまなびながらスピーチ原稿を作成する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 講義概要ガイダンス／口頭表現の特徴
〇事前学修 シラバスを読んで授業の目的・概要などを理解し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№1-1・2 の内容を整理し、№1-3 の例題を解き直す。
第 ２回 口頭表現の基礎／面接対話における自己紹介①基礎的材料
〇事前学修 自己紹介の基礎的材料を収集する。
〇事後学修 講義プリント№2-1・2 の内容を整理し、№2-3・4 の例題を解き直す。
第 ３回 口頭表現の技術①多人数対話／面接対話における自己紹介②発展的材料
〇事前学修 自己紹介の発展的材料を収集する。
〇事後学修 講義プリント№3-1・2 の内容を整理し、№3-3・4 の例題を解き直す。
第 ４回 口頭表現の技術②個別対話／面接対話における自己紹介③下書き完成
〇事前学修 自己紹介原稿の推敲をかさねる。
〇事後学修 講義プリント№4-1・2 の内容を整理し、№4-3・4 の例題を解き直す。
第 ５回 1/3 まとめ・確認テスト
〇事前学修 講義プリント№1～4 の全例題を解き直す。
〇事後学修 口頭表現の特徴・基礎・技術①②、自己紹介①～③について整理・理解する。
第 ６回 口頭表現のモラル①尊敬語・基礎／面接対話における自己アピール①質問の 4 分類
〇事前学修 面接試験について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№6-1・2 の内容を整理し、№6-3・4 の例題を解き直す。
第 ７回 口頭表現のモラル②尊敬語・発展／面接対話における自己アピール②質問の第 1・2 分類
〇事前学修 質問第 1・2 分類に対応する材料（自己認識）を収集する。
〇事後学修 講義プリント№7-1・2 の内容を整理し、№7-3・4 の例題を解き直す。
第 ８回 口頭表現のモラル③謙譲語・基礎／面接対話における自己アピール③質問の第 3・4 分類
〇事前学修 質問第 3・4 分類に対応する材料（学生生活）を収集する。
〇事後学修 講義プリント№8-1・2 の内容を整理し、№8-3・4 の例題を解き直す。
第 ９回 口頭表現のモラル④謙譲語・発展／面接対話における自己アピール④下書き完成
〇事前学修 面接対話における自己アピール原稿の推敲をかさねる。
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〇事後学修 講義プリント№9-1・2 の内容を整理し、№9-3・4 の例題を解き直す。
第 １０回 2/3 まとめ・確認テスト
〇事前学修 講義プリント№6～9 の全例題を解き直す。
〇事後学修 尊敬語・謙譲語、面接対話における自己アピールについて整理・理解する。
第 １１回 口頭表現のモラル⑤丁寧語／セレモニーにおけるスピーチ①主題とキーワード
〇事前学修 スピーチとその原稿作成ついて調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№11-1・2 の内容を整理し、№11-3・4 の例題を解き直す。
第 １２回 口頭表現のモラル⑥美化語／セレモニーにおけるスピーチ②設定（1）
〇事前学修 設定（1）に沿った材料（1 年間の学生生活）を収集する。
〇事後学修 講義プリント№12-1・2 の内容を整理し、№12-3・4 の例題を解き直す。
第 １３回 口頭表現のモラル⑦補足説明／セレモニーにおけるスピーチ③設定（2）（3）
〇事前学修 設定（2）（3）に沿った材料（友人・出身学校）を収集する。
〇事後学修 講義プリント№13-1・2 の内容を整理し、№13-3・4 の例題を解き直す。
第 １４回 電話による改まった会話／セレモニーにおけるスピーチ④下書き完成
〇事前学修 スピーチ原稿の推敲をかさねる。
〇事後学修 講義プリント№14-1・2 の内容を整理し、№14-3・4 の例題を解き直す。
第 １５回 3/3 まとめ・確認テスト
〇事前学修 講義プリント№11～14 の全例題を解き直す。
〇事後学修 丁寧語・美化語、セレモニーにおけるスピーチ①～④の内容を整理・理解する。

【テキスト】
指定教科書なし。毎回、担当者が講義プリントを作成し、テキストとして配付する。
【参考書・参考資料等】
講義中に必要に応じて示す。
【成績評価の方法等】
有効提出物枚数と発表回数による平常点（30％）と第5・10・15回目のまとめ時に実施す
る3回の確認テストの結果（70％）とを総合して評価点を算出する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BG19-101050-B
区

分

高城科目－基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

ジョン テナント、ジョージ ヒギンボサム
、田中 健二、吉本 由美、平瀬 洋子

英語Ⅰ

授業形態

English Ⅰ

単独, クラス
分け

必選別

必修

単位数

1 単位

【授業の目的】
英語は今やGlobish（グローバル英語）と呼ばれ、グローバル化が進む中、世界共通言語として認識されている。そ
のトレンドの中、本学の学生も例外ではなく、中学・高校で学修した英語の4技能をさらに伸ばすことが高等教育機関
の義務であり、それがこのクラスの最大の目的である。加えて、英語Ⅰの目的として、1）反復練習でレベルにあった
基礎を教え、2）応用練習で英語Ⅱ以降のクラスにつなげていく。
【授業の到達目標】
１．基本的な英文法を理解して、頻度の高い単語が使えるようになること
２．やさしい英語の本が速く読めて、内容が理解できるようになること
【授業の概要】
読む・聴く・書く・話すの4技能をできるだけ均等に総合的なバランスの取れた英語力の養成を目標にしたクラスで
ある。レベルによって4技能に置かれるウエイトはそれぞれ異なるが、英語Ⅰでは、それらのレベルに相応したテキス
トや教授法を用いて、英語Ⅱへつなげていける4技能の基盤を、様々な練習を通して構築していくクラスである。また
、英語の背景にある文化に関する知識習得も期待される。
eラーニング「Moodle」を授業内課題と事前、事後学修で使用し、学修状況を把握、個々の指導に利用する。また、
オンライン学習ツールQuizletを使用し、語彙の自主学修を支援する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 Introductions / Course Outline（授業の概要と進め方）
〇事前学修 シラバスを読んで、授業の目的・目標・概要を理解する
〇事後学修 授業の概要と進め方を確認する、図書館で多読本を見てみる
第 ２回 Talking about People ① Meet people
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、オンライン課題（moodle/myELT）
第 ３回 Talking about People ② Ask for and give personal information
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、オンライン課題（moodle/myELT）
第 ４回 Talking about People ③ Describe different occupations
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、オンライン課題（moodle/myELT）
第 ５回 Talking about People ④ Describe positive and negative parts of occupations
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、Workbook Unit1
第 ６回 Talking about Work and Leisure ① Talk about a typical day
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、オンライン課題（moodle/myELT）
第 ７回 Talking about Work and Leisure ② Talk about free time
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、オンライン課題（moodle/myELT）
第 ８回 Talking about Work and Leisure ③ Describe a special celebration or festival
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読（1 回目締め切り）、オンライン課題（moodle/myELT）
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第 ９回 Talking about Work and Leisure ④ Describe daily life in different communities
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、Workbook Unit2
第 １０回 Review（復習）
〇事前学修 第 1-9 回の内容に関して、質問したいことを整理しておく
〇事後学修 多読
第 １１回 Talking about Travel / Houses ① Identify possessions / Identify places in a home
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、オンライン課題（moodle/myELT）
第 １２回 Talking about Travel / Houses ② Ask for and give personal travel information /
Describe your house
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、オンライン課題（moodle/myELT）
第 １３回 Talking about Travel / Houses ③ Give travel advice / Identify household objects
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、オンライン課題（moodle/myELT）
第 １４回 Talking about Travel / Houses ④ Share special travel tips with others / Compare
houses
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、Workbook Unit3
第 １５回 Semester review（前期の復習）
〇事前学修 第 1-14 回の内容についての質問したいことを整理しておく
〇事後学修 多読（2 回目締め切り）
期末試験
【テキスト】
工学部 a b ・情報文化学部 a b c：World English 1A 2nd edit.（Martin Milner、センゲージラーニング）
工学部 c ・情報文化学部 d e：World English IntroĄ 2nd edit.（Martin Milner、センゲージラーニング）
【参考書・参考資料等】
オンライン学習用 moodle.hkg.ac.jp、quizlet.com
【成績評価の方法等】
多読20％、授業への取り組み30％、小テスト10％、期末試験40％
【履修要件等】
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評価が「合」

BG19-101060-B
区

分

高城科目－基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

ジョン テナント、ジョージ ヒギンボサム
、田中 健二、吉本 由美、平瀬 洋子

英語Ⅱ

授業形態

English Ⅱ

単独, クラス
分け

必選別

必修

単位数

1 単位

【授業の目的】
英語は今やGlobish（グローバル英語）と呼ばれ、グローバル化が進む中、世界共通言語として認識されている。そ
のトレンドの中、本学の学生も例外ではなく、中学・高校で学修した英語の4技能をさらに伸ばすことが高等教育機関
の義務であり、それがこのクラスの最大の目的である。加えて、英語Ⅱの目的として、1）反復練習でレベルにあった
基礎を教え、2）応用練習で2年次以降の英語クラスにつなげていく。
【授業の到達目標】
前期同様に、文法の基礎をしっかり学習する。特に、不定詞、動名詞、受動態等の文法事項を学習するので、多読
本を前期よりも多く読むこと。また、知らない単語が出ても、前後関係から意味を推測できるようになること。
【授業の概要】
読む・聴く・書く・話すの4技能をできるだけ均等に総合的なバランスの取れた英語力の養成を目標にしたクラスで
ある。レベルによって4技能に置かれるウエイトはそれぞれ異なるが、英語Ⅱでは、それらのレベルに相応したテキス
トや教授法を用いて、2年次英語科目へつなげていける4技能の基盤を、様々な練習を通して構築していくクラスであ
る。また、英語の背景にある文化に関する知識習得も期待される。
eラーニング「Moodle」を授業内課題と事前、事後学修で使用し、学修状況を把握、個々の指導に利用する。また、
オンライン学習ツールQuizletを使用し、語彙の自主学修を支援する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 Introductions / Course Outline（授業の概要と進め方）
〇事前学修 シラバスを読んで、授業の目的・目標・概要を理解する
〇事後学修 授業の概要と進め方を確認する、図書館で多読本を見てみる
第 ２回 Talking about Food / Possessions ① Give a recipe / Identify personal possessions
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、オンライン課題（moodle/myELT）
第 ３回 Talking about Food / Possessions ② Order a meal / Talk about other people’s possessions
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、オンライン課題（moodle/myELT）
第 ４回 Talking about Food / Possessions ③ Talk about diets / Buy a present
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、オンライン課題（moodle/myELT）
第 ５回 Talking about Food / Possessions ④ Discuss unusual foods / Talk about special
possessions
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、Workbook Unit4
第 ６回 Talking about Sports / Daily Activities ① Describe activities happening now / Tell
time
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、オンライン課題（moodle/myELT）
第 ７回 Talking about Sports / Daily Activities ② Compare everyday and present-time activities
/ Talk about people’s daily activities
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、オンライン課題（moodle/myELT）
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第 ８回 Talking about Sports / Daily Activities ③ Talk about favorite sports / Talk about what
you do at work and school
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読（1 回目締め切り）、オンライン課題（moodle/myELT）
第 ９回 Talking about Sports / Daily Activities ④ Discuss adventures / Describe a dream job
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、Workbook Unit5
第 １０回 Review（復習）
〇事前学修 第 1～9 回の内容に関して、質問したいことを整理しておく
〇事後学修 多読
第 １１回 Talking about Experiences / Transportation ① Discuss past vacations / Ask for and
give directions
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、オンライン課題（moodle/myELT）
第 １２回 Talking about Experiences / Transportation ② Exchange information about vacations /
Create and use a tour route
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、オンライン課題（moodle/myELT）
第 １３回 Talking about Experiences / Transportation ③ Use was/were to describe a personal
experience / Describe transportation
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、オンライン課題（moodle/myELT）
第 １４回 Talking about Experiences / Transportation ④ Describe a discovery from the past /
Record journey
〇事前学修 語彙（quizlet）
〇事後学修 多読、Workbook Unit6
第 １５回 Semester review（後期の復習）
〇事前学修 第 1～14 回の内容についての質問したいことを整理しておく
〇事後学修 多読（2 回目締め切り）
期末試験
【テキスト】
工学部 a b ・情報文化学部 a b c：World English 1A 2nd edit.（Martin Milner、センゲージラーニング）
工学部 c ・情報文化学部 d e：World English IntroĄ 2nd edit.（Martin Milner、センゲージラーニング）
【参考書・参考資料等】
オンライン学習用 moodle.hkg.ac.jp、quizlet.com
【成績評価の方法等】
多読20％、授業への取り組み30％、小テスト10％、期末試験40％
【履修要件等】
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評価が「合」

BG19-101070-A
区

分

高城科目－基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

若林 義啓、川﨑 千枝見、吉本 由美

情報リテラシーⅠ

授業形態

Information Literacy Ⅰ

単独, クラス
分け

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
現代の情報社会では、コンピューターは社会人に必須のスキルと言われ、あらゆる職業でコンピューターを活用す
る能力が求められている。大学での学修でもレポートや研究にコンピューターを使わなければならない。この授業で
は、大学の学修と社会人に必要とされるコンピュータースキルについて学び、その必要性を理解する。様々な演習を
通して情報活用の基礎力を身につけることで、大学の学修や社会に出た後もコンピューターを積極的に活用できるよ
うになる。
【授業の到達目標】
1.タッチタイピングを修得する
キーボードを見ないで入力するタッチタイピングのメリットを理解する。2分で400タイプできるようになる。
2.正しいメールの使い方を修得する
課題提出メールや就職活動でのメールのやりとりで、本文に必要な5つのポイントを修得する。メールのマナーを身
につけ、社会に出ても通用する正しいメールが書けるようになる。
3.レポートの構成を理解し、美しい書式でレポートを作成するスキルを修得する
レポートの構成と書式について学び、レポート作成に必要なコンピュータースキルを身につける。実際のレポート
作成時に全体の構成を考えることから始めるようになり、文章を入力する作業では素早くコマンドを選択でき、効率
的にレポートが作成できるようになる。
【授業の概要】
毎回の授業の冒頭でタッチタイピングの練習を行い、中間・最終のテストではタッチタイピングのテストも行う。
第1回から第5回まではネット社会の危険や大学生活で必要となるコンピューターとメールの使い方を演習形式で学ぶ
。第6回から第11回まではMicrosoft Wordを使い、レポート作成に必要なスキルの修得とレポートの構成を教科書と補
助教材で学ぶ。第12回からは実際のレポート作成演習を行い、修得したスキルでレポートを完成させる。
【授業計画と準備学修】
第 １回 情報リテラシーとは、大学でのコンピューター利用
〇事前学修 シラバスを熟読し、授業の目的、目標を理解しておくこと。
〇事後学修 ユーザー名・パスワードの管理について復習し、自分に合った方法を実践すること。
第 ２回 タッチタイピング、メールの設定
〇事前学修 スマートフォンのメールアプリのインストールと設定方法を理解しておくこと。
〇事後学修 タッチタイピングの復習をすること。
第 ３回 インターネットとは、メールのマナー
〇事前学修 メールの書き方や注意点について予習しておくこと。
〇事後学修 検索オプションを使った検索やメールのポイントを復習すること。
第 ４回 情報機器、ネットモラル
〇事前学修 ネットモラルについて予習しておくこと。
〇事後学修 授業後に正しい文章でメールを作成し、課題を提出すること。
第 ５回 ファイルとフォルダ、フリーソフト
〇事前学修 フリーソフトの導入方法について予習しておくこと。
〇事後学修 フリーソフトを実際にインストールして使ってみること。
第 ６回 メールのエラー、日本語変換ソフト
〇事前学修 メールが届かない原因について予習しておくこと。
〇事後学修 文節変換を復習しておくこと。

15

第 ７回 Microsoft Word 基本操作
〇事前学修 教科書の W-7～W-17 を予習しておくこと。
〇事後学修 第 1 回～第 7 回授業までの内容を復習すること。
第 ８回 タッチタイピングと前半のまとめおよび中間確認テスト
〇事前学修 第 1 回～第 7 回授業までの内容の確認とタッチタイピングを練習しておくこと。
〇事後学修 理解が不十分な箇所を復習すること。
第 ９回 レポートの書き方 1 図表の挿入とキャプション
〇事前学修 教科書の W-19～W-22、W-33～W-34 を予習しておくこと。
〇事後学修 図の挿入とキャプションについて復習すること。
第 １０回 レポートの書き方 2 書式、段組み、印刷
〇事前学修 教科書の W-27～W-31、W-40～W-45 を予習しておくこと。
〇事後学修 表の挿入とキャプション、タブとリーダーについて復習すること。
第 １１回 レポートの書き方 3 PDF ファイル、見出しスタイル、数式
〇事前学修 教科書の W-47～W-58 を予習しておくこと。
〇事後学修 課題のレポート対象の調査をしておくこと。
第 １２回 レポートの書き方 4 レポートの構成、レポート作成演習 1 第 1 段落の書き方
〇事前学修 作成するレポートの構成を考えておくこと。
〇事後学修 課題の第 1 段落を完成させること。
第 １３回 レポート作成演習 2 第 2・第 3 段落の書き方、文体
〇事前学修 第 2 段落、第 3 段落に必要な情報を調査しておくこと。
〇事後学修 課題の第 2 段落、第 3 段落を完成させること。
第 １４回 レポート作成演習 3 考察の書き方、文章の校正
〇事前学修 第 4 段落の考察を考えておくこと。
〇事後学修 第 1 回～第 14 回授業までの内容を復習すること。
第 １５回 タッチタイピングとレポート作成スキルの確認および最終確認テスト
〇事前学修 第 1 回～第 14 回授業までの内容の確認とタッチタイピングを練習しておくこと。
〇事後学修 理解が不十分な箇所を復習すること。

【テキスト】
情報リテラシー 改訂版（FOM出版）
【参考書・参考資料等】

【成績評価の方法等】
課題（30%）および中間・最終確認テスト（70％）を基本とし、主体的に学修に取り組む態
度を加えた総合評価とする。
【履修要件等】
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評価が「合」

BG19-101080-A
区

分

高城科目－基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

若林 義啓、川﨑 千枝見、吉本 由美

情報リテラシーⅡ

授業形態

Information Literacy Ⅱ

単独, クラス
分け

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
現代の情報社会では、コンピューターは社会人に必須のスキルと言われ、あらゆる職業でコンピューターを使って
、情報を分析し、伝達する能力が求められている。大学での学修でも実験レポートや研究にコンピューターを使わな
ければならない。この授業では、大学の学修と社会人に必要とされるコンピューターを使った情報処理の基礎と情報
伝達の知識を学び、その活用法を身につける。演習を通して情報処理と情報伝達の基礎力を身につけることで、大学
の学修や社会に出た後もコンピューターを積極的に活用できるようになる。
【授業の到達目標】
1.スライドの効果的なデザイン法を修得する
スライド作成におけるデザインの4原則と文字や画像の見せ方を学び、情報の伝え方について理解することで、情報
を効果的に伝えることが可能なスライドを作成できるようになる。
2.表計算ソフトの基礎的な活用法を修得する
表計算ソフトの活用場面を学び、必要なコンピュータースキルを身につける。関数の基礎と応用力、データベース
としての活用法、レポートや研究で求められるグラフの作成法を学び、実際の実験や研究の場面で適切な方法を選択
して分析・考察を行い、効率的に問題解決できるようになる。
【授業の概要】
第1回から第3回まではPowerPointを使い、デザインの原則と情報の伝え方について学び、第4回に任意のテーマで実
際にスライドを完成させる。第5回からはExcelを使い、教科書と補助教材を用いた演習で表計算分野では数式の作り
方、関数の使い方、データベース分野ではデータの抽出、データの強調表示、グラフ作成分野では正しいグラフの選
び方と学術研究用のグラフの描き方等を学ぶ。
【授業計画と準備学修】
第 １回 プレゼンテーションとは、PowerPoint の特長
〇事前学修 シラバスを熟読し、授業の目的、目標を理解しておくこと。
〇事後学修 教科書 P-2～P-23 を復習すること。
第 ２回 PowerPoint の基本操作
〇事前学修 教科書 P-24～P-38、P-45～P-58 を予習しておくこと。
〇事後学修 スライドマスターを復習すること。
第 ３回 デザインの原則、効果的なスライド
〇事前学修 デザインの原則について調べておくこと。
〇事後学修 4 つの原則とスライドの作り方の復習をすること。
第 ４回 スライド作成演習
〇事前学修 プレゼンのテーマについて情報を集めておくこと。
〇事後学修 課題のスライドを完成させること。
第 ５回 Excel の特長、オートフィル
〇事前学修 教科書 E-3～E-16 を予習しておくこと。
〇事後学修 アドレスを使った数式とオートフィルを復習すること。
第 ６回 相対参照と絶対参照、基本的な関数
〇事前学修 教科書 E-17～E-20 を予習しておくこと。
〇事後学修 絶対参照と基本の関数を復習すること。
第 ７回 応用的な関数
〇事前学修 教科書 E-58～E-61、E-64～E-68 を予習しておくこと。
〇事後学修 課題の関数問題を提出し、第 1 回授業から第 7 回授業までの内容を復習すること。
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第 ８回 スライドのデザインと表計算の基礎力のまとめおよび中間確認テスト
〇事前学修 第 1 回～第 7 回授業までの内容を確認しておくこと。
〇事後学修 理解が不十分な箇所を復習すること。
第 ９回 関数のネスト
〇事前学修 関数のネストとはどういうものか予習しておくこと。
〇事後学修 IF 関数のネストの復習をすること。
第 １０回 条件付き書式
〇事前学修 教科書 P-71～P-78 を予習しておくこと。
〇事後学修 ユーザー定義の書式と条件付き書式を復習すること。
第 １１回 フィルター
〇事前学修 教科書 E-36～E-49 を予習しておくこと。
〇事後学修 フィルターの使い方を復習すること。
第 １２回 セルの保護、基本的なグラフ
〇事前学修 グラフの種類と特長を調べておくこと。
〇事後学修 各グラフの適性を復習すること。
第 １３回 学術研究用のグラフ
〇事前学修 配布資料のグラフ作成問題を予習しておくこと。
〇事後学修 学術研究用のグラフ作成を復習すること。
第 １４回 応用的なグラフ、Word との連携
〇事前学修 教科書 E-114～E-115 と前期に学んだキャプションを予習しておくこと。
〇事後学修 第 1 回～第 14 回授業までの内容を復習すること。
第 １５回 スライドのデザインと Excel の活用力の確認および最終確認テスト
〇事前学修 第 1 回～第 14 回授業までの内容を確認しておくこと。
〇事後学修 理解が不十分な箇所を復習すること。

【テキスト】
情報リテラシー 改訂版（FOM出版）
【参考書・参考資料等】

【成績評価の方法等】
課題（30%）および中間・最終確認テスト（70％）を基本とし、主体的に学修に取り組む態
度を加えた総合評価とする。
【履修要件等】
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評価が「合」

BG19-101090-A
区

分

高城科目－基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

若林 義啓

情報活用入門

授業形態

Introduction to Application of Information

単独, クラス
分け

2 年次 前期または後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
現代の情報社会では誰もが様々な情報を容易に得ることができるようになったが、情報を作る側になることには消
極的である。情報を活用するためには情報を作る側へ踏み出す必要がある。この授業では、普段の生活の中で使える
情報技術を学び、応用的な活用へ発展させることで生活の中でのコンピューターの活用場面を拡大する。4つのコンテ
ンツ制作を通して情報活用力を身につけることで、特定のソフトウェアに頼らず、大学の学修や生活の中でコンピュ
ーターを積極的に活用できるようになる。
【授業の到達目標】
1.デジタル画像の基本的な加工方法の修得
画像の明るさや色について高度な修正ができるようになる。レイヤーを使い、画像の合成ができるようになる。
2.デザインの原則と視線誘導を考慮したレイアウトの修得
情報表現のレイアウト法を学び、デザインの原則と視線誘導で誘引力と説得力のある媒体を作成できるようになる
。
3.知識と技術の融合、ソフトウェアの連携の修得
修得した知識や技術を工夫し、組み合わせることで新たなものを創造し、イメージできるようになる。制作ではソ
フトウェアを自由に連携させることができるようになる。
4.プレゼンテーション力の修得
デザインの原則と効果的なプレゼンテーションについて復習し、短時間で効率よく聴衆に伝えることができるよう
になる。
5.問題解決力と自己改善力の修得
PDSサイクルの導入により、自己評価と相互評価から問題点を分析し、問題解決力と自己改善力を養う。
【授業の概要】
授業では大きく4つのコンテンツ制作を行う。最初にフリーソフトを使った合成画像制作でデジタル画像の知識と加
工技術を学ぶ。次にPowerPointとフリーフォントを使ったポスター制作でデザインの原則と視線誘導を考慮したレイ
アウトを学ぶ。3つ目にフリーソフトとPowerPointを使って缶バッジと時計制作を行い、知識と技術の融合とソフトウ
ェアの連携を学ぶ。最後にPowerPointを使った制作物プレゼンテーションでプレゼンテーションを行う。すべてのコ
ンテンツで品評会・発表を行い、WEB上でICTを活用した自己評価と相互評価を行う。
【授業計画と準備学修】
第 １回 デジタル画像の基礎
〇事前学修 シラバスを熟読し、授業の目的、目標を理解しておくこと。
〇事後学修 グラフィックソフトの操作とレイヤーを復習すること。
第 ２回 グラフィックソフト① 画像修正
〇事前学修 画像の彩度、明度、色相について調べておくこと。
〇事後学修 グラフィックソフトの色合わせ操作を復習すること。
第 ３回 グラフィックソフト② 合成画像の制作
〇事前学修 合成画像素材となる自分の画像と背景画像を準備しておくこと。
〇事後学修 課題の合成画像を完成させて提出すること。
第 ４回 合成画像品評会、デジタルコンテンツ表現① ポスターとは、デザインの原則
〇事前学修 相互評価のため、画像技術のポイントを理解しておくこと。
〇事後学修 合成画像の問題点を分析し、課題のポスターラフシートを完成させること。
第 ５回 デジタルコンテンツ表現② ポスターのデザイン、フリーフォント
〇事前学修 ポスター制作に必要な素材と情報を準備しておくこと。
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〇事後学修 適切なフリーフォントを検索し、導入してみること。
第 ６回 デジタルコンテンツ表現③ ポスターの制作 1 視線誘導
〇事前学修 ポスター制作を進めておくこと。
〇事後学修 チェック項目に合わせて修正すること。
第 ７回 デジタルコンテンツ表現④ ポスターの制作 2 デザインの原則
〇事前学修 ポスター制作を進めておくこと。
〇事後学修 課題のポスターファイルを完成させて提出すること。
第 ８回 ポスター品評会、グラフィックソフト活用① 缶バッジ・時計のデザイン
〇事前学修 相互評価のため、ポスター制作のポイントを理解しておくこと。
〇事後学修 ポスターの問題点を分析し、課題の缶バッジ・時計の制作ノートを完成させること。
第 ９回 グラフィックソフト活用② 缶バッジ・時計の制作 1 知識と技術の融合
〇事前学修 缶バッジ・時計の素材を準備しておくこと。
〇事後学修 複数のソフトの連携を復習すること。
第 １０回 グラフィックソフト活用③ 缶バッジ・時計の制作 2 ソフトウェアの連携
〇事前学修 缶バッジ・時計制作を進めておくこと。
〇事後学修 課題の缶バッジ・時計ファイルを完成させて提出すること。
第 １１回 缶バッジ・時計の組立、缶バッジ・時計品評会
〇事前学修 缶バッジ・時計制作のポイントを理解しておくこと。
〇事後学修 缶バッジ・時計の問題点を分析すること。
第 １２回 最終プレゼンテーション① プレゼンテーションとは、スライド制作 1 スライドのデザイン
〇事前学修 プレゼンテーションのポイントを調べておくこと。
〇事後学修 課題のスライド準備シートを完成させること。
第 １３回 最終プレゼンテーション② スライド制作 2 スライドの制作
〇事前学修 スライド制作の素材を準備しておくこと。
〇事後学修 スライドマスターを復習すること。
第 １４回 最終プレゼンテーション③ スライド制作 3 スライドの完成、リハーサル
〇事前学修 リハーサルについて予習しておくこと。
〇事後学修 発表練習とスライドの調整をすること。
第 １５回 最終プレゼンテーション④ 発表会、まとめ
〇事前学修 スライドと発表のポイントを理解しておくこと。
〇事後学修 プレゼンテーションの問題点を分析すること。

【テキスト】

【参考書・参考資料等】
情報リテラシー 改訂版（FOM出版）、情報リテラシーⅡのPowerPointのプリント教材
【成績評価の方法等】
課題（70%）最終プレゼンテーション（30％）を基本とし、主体的に学修に取り組む態度を
加えた総合評価とする。
【履修要件等】
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評価が「合」

BG19-101100-B1
区

分

高城科目－基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

川崎 千枝見

日本語Ⅰ（e）

授業形態

JapaneseⅠ（e）

単独, クラス
分け

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
大学での生活、学修に必要な日本語の知識、運用能力を身につける
【授業の到達目標】
お知らせ、レポートや論説文の説明などが読んで理解できる、社会生活の場面での心構え、身近なニュースなどを
聞いて理解できる、など
【授業の概要】
日本語能力試験N2レベルの文法を整理し、使えるようにする。N1レベルも視野に入れ、「読む」「聞く」練習をす
る。課題、小テストはGoogle Classroom、語彙の練習にはQuizletを使用する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション
〇事前学修 「日本語に関するアンケート」に答える準備をする
〇事後学修 教科書の「この本をお使いになる皆さんへ」を読む
第 ２回 1 お知らせを読む
〇事前学修 1 章の語彙を練習する
〇事後学修 1 章の文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
第 ３回 まとめ 1
〇事前学修 1 章の語彙を復習する
〇事後学修 1 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ４回 2 スピーチをする（1）
〇事前学修 2 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 2 章(1)の見本文の読解問題を解く
第 ５回 2 スピーチをする（2）
〇事前学修 2 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 2 章(2)の見本文の読解問題を解く、2 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ６回 まとめ 2
〇事前学修 2 章の語彙を復習する
〇事後学修 1,2 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 ７回 3 説明を聞く
〇事前学修 3 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 3 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ８回 5 友達同士の会話（1）
〇事前学修 5 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 5 章(1)の見本文の読解問題を解く、シャドーイングをする
第 ９回 5 友達同士の会話（2）
〇事前学修 5 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 5 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 １０回 6 友達同士の会話（1）
〇事前学修 6 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 6 章(1)の見本文の読解問題を解く、シャドーイングをする
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第 １１回 6 友達同士の会話（2）
〇事前学修 6 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 6 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 １２回 まとめ 3
〇事前学修 3-6 章の語彙を復習する
〇事後学修 3-6 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 １３回 7 論説文を読む（1）
〇事前学修 7 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 7 章(1)の見本文の読解問題を解く、シャドーイングをする
第 １４回 7 論説文を読む（2）
〇事前学修 7 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 7 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 １５回 まとめ 4
〇事前学修 7 章の語彙を復習する
〇事後学修 7 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
期末試験
【テキスト】
『TRY！日本語能力試験N2文法から伸ばす日本語』（各国語版）ASK
【参考書・参考資料等】
語彙リスト（各国語版）
【成績評価の方法等】
課題（宿題+授業中）30％、小テスト30％、期末試験40％
【履修要件等】
外国人留学生のみ履修可能・外国人留学生必修科目
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評価が「合」

BG19-101100-B2
区

分

高城科目―基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

当銘 盛之

日本語Ⅰ（c）（d）

授業形態

JapaneseⅠ（c）（d）

単独, クラス
分け

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
大学での生活、学修に必要な日本語の知識、運用能力を身につける
【授業の到達目標】
お知らせ、レポートや論説文の説明などが読んで理解できる、社会生活の場面での心構え、身近なニュースなどを
聞いて理解できる、など
【授業の概要】
日本語能力試験N2レベルの文法を整理し、使えるようにする。N1レベルも視野に入れ、「読む」「聞く」練習をす
る。
課題、小テストはGoogle Classroom、語彙の練習にはQuizletを使用する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション
〇事前学修 「日本語に関するアンケート」に答える準備をする
〇事後学修 教科書の「この本をお使いになる皆さんへ」を読む
第 ２回 1 お知らせを読む
〇事前学修 1 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 1 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ３回 2 スピーチをする（1）
〇事前学修 2 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 2 章(1)の見本文の読解問題を解く、シャドーイングをする
第 ４回 2 スピーチをする（2）
〇事前学修 2 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 2 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ５回 まとめ 1
〇事前学修 1,2 章の語彙を復習する
〇事後学修 1,2 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 ６回 3 説明を聞く
〇事前学修 3 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 3 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ７回 4 ニュースを聞く
〇事前学修 4 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 4 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ８回 5 友達同士の会話（1）
〇事前学修 5 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 5 章(1)の見本文の読解問題を解く、シャドーイングをする
第 ９回 5 友達同士の会話（2）
〇事前学修 5 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 5 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 １０回 まとめ 2
〇事前学修 3-5 章の語彙を復習する
〇事後学修 3-5 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
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第 １１回 6 友達同士の会話（1）
〇事前学修 6 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 6 章(1)の見本文の読解問題を解く、シャドーイングをする
第 １２回 6 友達同士の会話（2）
〇事前学修 6 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 6 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 １３回 7 論説文を読む（1）
〇事前学修 7 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 7 章(1)の見本文の読解問題を解く、シャドーイングをする
第 １４回 7 論説文を読む（2）
〇事前学修 7 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 7 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 １５回 まとめ 3
〇事前学修 6,7 章の語彙を復習する
〇事後学修 6,7 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
期末試験
【テキスト】
『TRY！日本語能力試験N2文法から伸ばす日本語』（各国語版）ASK
【参考書・参考資料等】
語彙リスト（各国語版）
【成績評価の方法等】
課題（宿題+授業中）30％、小テスト30％、期末試験40％
【履修要件等】
外国人留学生のみ履修可能・外国人留学生必修科目
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評価が「合」

BG19-101100-B3
区

分

高城科目－基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

川崎 千枝見

日本語Ⅰ（b）

授業形態

JapaneseⅠ（b）

単独, クラス
分け

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
大学での生活、学修に必要な日本語の知識、運用能力を身につける
【授業の到達目標】
お知らせ、レポートや論説文の説明などが読んで理解できる、社会生活の場面での心構え、身近なニュースなどを
聞いて理解できる、など
【授業の概要】
日本語能力試験N2レベルの文法を整理し、使えるようにする。N1レベルも視野に入れ、「読む」「聞く」練習をす
る。課題、小テストはGoogle Classroom、語彙の練習にはQuizletを使用する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション
〇事前学修 「日本語に関するアンケート」に答える準備をする
〇事後学修 教科書の「この本をお使いになる皆さんへ」を読む
第 ２回 1 お知らせを読む
〇事前学修 1 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 1 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ３回 2 スピーチをする
〇事前学修 2 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 2 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ４回 3 説明を聞く、4 ニュースを聞く
〇事前学修 3,4 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 3,4 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ５回 5 友達同士の会話
〇事前学修 5 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 5 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ６回 6 友達同士の会話
〇事前学修 6 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 6 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ７回 7 論説文を読む
〇事前学修 7 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 7 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ８回 まとめ１
〇事前学修 1-7 章の語彙を復習する
〇事後学修 1-7 章の小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 ９回 9 友達同士の会話
〇事前学修 9 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 9 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 １０回 10 エッセーを読む
〇事前学修 10 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 10 章「まとめの問題」の解答を入力する
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第 １１回 8 ビジネス場面での会話、11 記事を読む
〇事前学修 8,11 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 8,11 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 １２回 12 ビジネス場面の会話
〇事前学修 12 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 12 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 １３回 13 ストーリーを読む
〇事前学修 13 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 13 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 １４回 14 社説を読む
〇事前学修 14 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 14 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 １５回 まとめ２
〇事前学修 8-14 章の語彙を復習する
〇事後学修 8-14 章の小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
期末試験
【テキスト】
『TRY！日本語能力試験N2 文法から伸ばす日本語』（各国語版）ASK
【参考書・参考資料等】
語彙リスト（各国語版）
【成績評価の方法等】
課題（宿題+授業中）30％、小テスト30％、期末試験40％
【履修要件等】
外国人留学生のみ履修可能・外国人留学生必修科目
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評価が「合」

BG19-101100-B4
区

分

高城科目―基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

吉本 由美

日本語Ⅰ（a）

授業形態

JapaneseⅠ（a）

単独, クラス
分け

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
大学での生活、学修に必要な日本語の知識、運用能力を身につける
【授業の到達目標】
イベントなどに関する記事を読んで、理解できる、公的な立場の人のスピーチを聞いて、理解できる、など
【授業の概要】
日本語能力試験N1レベルの文法を整理し、使えるようにする
課題、小テストはGoogle Classroom、語彙の練習にはQuizletを使用する
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション
〇事前学修 「日本語に関するアンケート」に答える準備をする
〇事後学修 教科書の「この本をお使いになる皆さんへ」を読む
第 ２回 1 ニュースを読む
〇事前学修 1 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 1 章の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 ３回 まとめ 1
〇事前学修 1 章「まとめの問題」の解答を入力する
〇事後学修 1 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 ４回 2 スピーチを聞く
〇事前学修 2 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 2 章の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 ５回 まとめ 2
〇事前学修 2 章「まとめの問題」の解答を入力する
〇事後学修 2 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 ６回 3 昔話を読む（1）
〇事前学修 3 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 3 章(1)の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 ７回 3 昔話を読む（2）
〇事前学修 3 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 3 章(2)の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 ８回 まとめ 3
〇事前学修 3 章「まとめの問題」の解答を入力する
〇事後学修 3 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 ９回 4 実用書を読む（1）
〇事前学修 4 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 4 章(1)の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 １０回 4 実用書を読む（2）
〇事前学修 4 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 4 章(2)の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
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第 １１回 まとめ 4
〇事前学修 4 章「まとめの問題」の解答を入力する
〇事後学修 4 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 １２回 5 ドラマのシナリオを読む（1）
〇事前学修 5 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 5 章(1)の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 １３回 5 ドラマのシナリオを読む（2）
〇事前学修 5 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 5 章(2)の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 １４回 5 ドラマのシナリオを読む（3）
〇事前学修 5 章(3)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 5 章(3)の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 １５回 まとめ 5
〇事前学修 5 章「まとめの問題」の解答を入力する
〇事後学修 5 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
期末試験
【テキスト】
『TRY！日本語能力試験N1文法から伸ばす日本語』（各国語版）ASK
【参考書・参考資料等】
語彙リスト（各国語版）
【成績評価の方法等】
課題30％、小テスト30％、期末試験40％

評価が「合」

【履修要件等】
外国人留学生のみ履修可能・外国人留学生必修科目
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BG19-101110-B1
区

分

高城科目－基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

川崎 千枝見

日本語Ⅱ（e）

授業形態

JapaneseⅡ（e）

単独, クラス
分け

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
大学での生活、学修に必要な日本語の知識、運用能力を身につける
【授業の到達目標】
エッセーやインターネットの記事などを読んで理解できる、ビジネス場面での簡単なあいさつや身近な話題につい
ての会話などを聞いて理解できる
【授業の概要】
日本語能力試験N2レベルの文法を整理し、使えるようにする。N1レベルも視野に入れ、「読む」「聞く」練習もす
る。課題、小テストはGoogle Classroom、語彙の練習にはQuizletを使用する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション
〇事前学修 日本語Ⅰの課題、小テストを見直す
〇事後学修 授業の目的、目標、概要、授業計画と準備学修、授業の進め方を確認する
第 ２回 8 ビジネス場面での会話
〇事前学修 8 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 8 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ３回 まとめ 1
〇事前学修 8 章の語彙を復習する
〇事後学修 8 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 ４回 9 友達同士の会話（1）
〇事前学修 9 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 9 章(1)の見本文の読解問題を解く、シャドーイングをする
第 ５回 9 友達同士の会話（2）
〇事前学修 9 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 9 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ６回 まとめ 2
〇事前学修 9 章の語彙を復習する
〇事後学修 9 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 ７回 10 エッセーを読む（1）
〇事前学修 10 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 10 章(1)の見本文の読解問題を解く、シャドーイングをする
第 ８回 10 エッセーを読む（2）
〇事前学修 10 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 10 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ９回 まとめ 3
〇事前学修 10 章の語彙を復習する
〇事後学修 10 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 １０回 12 ビジネス場面の会話（1）
〇事前学修 12 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 12 章(1)の見本文の読解問題を解く、シャドーイングをする
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第 １１回 12 ビジネス場面の会話（2）
〇事前学修 12 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 12 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 １２回 まとめ 4
〇事前学修 12 章の語彙を復習する
〇事後学修 12 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 １３回 13 ストーリーを読む（1）
〇事前学修 13 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 13 章(1)の見本文の読解問題を解く、シャドーイングをする
第 １４回 13 ストーリーを読む（2）
〇事前学修 13 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 13 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 １５回 まとめ 5
〇事前学修 13 章の語彙を復習する
〇事後学修 13 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
期末試験
【テキスト】
『TRY！日本語能力試験N2文法から伸ばす日本語』（各国語版）ASK
【参考書・参考資料等】
語彙リスト（各国語版）
【成績評価の方法等】
課題（宿題＋授業中）30％、小テスト30％、期末試験40％
【履修要件等】
外国人留学生のみ履修可能・外国人留学生必修科目
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評価が「合」

BG19-101110-B2
区

分

高城科目―基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

当銘 盛之

日本語Ⅱ（c）（d）

授業形態

Japanese Ⅱ（c）（d）

単独, クラス
分け

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
大学での生活、学修に必要な日本語の知識、運用能力を身につける
【授業の到達目標】
エッセーやインターネットの記事などを読んで理解できる、ビジネス場面での簡単なあいさつや身近な話題につい
ての会話などを聞いて理解できる
【授業の概要】
日本語能力試験N2レベルの文法を整理し、使えるようにする。N1レベルも視野に入れ、「読む」「聞く」練習もす
る。
課題、小テストはGoogle Classroom、語彙の練習にはQuizletを使用する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション
〇事前学修 日本語Ⅰの課題、小テストを見直す
〇事後学修 授業の目的、目標、概要、授業計画と準備学修、授業の進め方を確認する
第 ２回 8 ビジネス場面での会話
〇事前学修 8 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 8 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ３回 9 友達同士の会話（1）
〇事前学修 9 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 9 章(1)の見本文の読解問題を解く、シャドーイングをする
第 ４回 9 友達同士の会話（2）
〇事前学修 9 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 9 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ５回 まとめ 1
〇事前学修 8,9 章の語彙を復習する
〇事後学修 8,9 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 ６回 10 エッセーを読む（1）
〇事前学修 10 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 10 章(1)の見本文の読解問題を解く、シャドーイングをする
第 ７回 10 エッセーを読む（2）
〇事前学修 10 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 10 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ８回 11 記事を読む
〇事前学修 11 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 11 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 ９回 12 ビジネス場面の会話（1）
〇事前学修 12 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 12 章(1)の見本文の読解問題を解く、シャドーイングをする
第 １０回 12 ビジネス場面の会話（2）
〇事前学修 12 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 12 章「まとめの問題」の解答を入力する
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第 １１回 まとめ 2
〇事前学修 10-12 章の語彙を復習する
〇事後学修 10-12 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 １２回 13 ストーリーを読む（1）
〇事前学修 13 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 13 章(1)の見本文の読解問題を解く、シャドーイングをする
第 １３回 13 ストーリーを読む（2）
〇事前学修 13 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 13 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 １４回 14 社説を読む
〇事前学修 14 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 14 章「まとめの問題」の解答を入力する
第 １５回 まとめ 3
〇事前学修 13,14 章の語彙を復習する
〇事後学修 13,14 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
期末試験
【テキスト】
『TRY！日本語能力試験N2文法から伸ばす日本語』（各国語版）ASK
【参考書・参考資料等】
語彙リスト（各国語版）
【成績評価の方法等】
課題（宿題＋授業中）30％、小テスト30％、期末試験40％
【履修要件等】
外国人留学生のみ履修可能・外国人留学生必修科目
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評価が「合」

BG19-101110-B3
区

分

高城科目－基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

川崎 千枝見

日本語Ⅱ（b）

授業形態

JapaneseⅡ（b）

単独, クラス
分け

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
大学での生活、学修に必要な日本語の知識、運用能力を身につける
【授業の到達目標】
イベントなどに関する記事を読んで理解できる、公的な立場の人のスピーチを聞いて理解できる、など
【授業の概要】
日本語能力試験N1レベルの文法を整理し、使えるようにする。課題、小テストはGoogle Classroom、語彙の練習に
はQuizletを使用する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション
〇事前学修 日本語Ⅰの課題、小テストを見直す
〇事後学修 授業の目的、目標、概要、授業計画と準備学修、授業の進め方を確認する
第 ２回 1 ニュースを読む
〇事前学修 1 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 1 章の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 ３回 まとめ 1
〇事前学修 1 章「まとめの問題」の解答を入力する
〇事後学修 1 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 ４回 2 スピーチを聞く
〇事前学修 2 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 2 章の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 ５回 まとめ 2
〇事前学修 2 章「まとめの問題」の解答を入力する
〇事後学修 2 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 ６回 3 昔話を読む（1）
〇事前学修 3 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 3 章(1)の見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 ７回 3 昔話を読む（2）
〇事前学修 3 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 3 章の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 ８回 まとめ 3
〇事前学修 3 章「まとめの問題」の解答を入力する
〇事後学修 3 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 ９回 4 実用書を読む（1）
〇事前学修 4 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 4 章(1)の見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 １０回 4 実用書を読む（2）
〇事前学修 4 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 4 章の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
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第 １１回 まとめ 4
〇事前学修 4 章「まとめの問題」の解答を入力する
〇事後学修 4 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 １２回 5 ドラマのシナリオを読む（1）
〇事前学修 5 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 5 章(1)の見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 １３回 5 ドラマのシナリオを読む（2）
〇事前学修 5 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 5 章(2)の見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 １４回 5 ドラマのシナリオを読む（3）
〇事前学修 5 章(3)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 5 章の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 １５回 まとめ 5
〇事前学修 5 章「まとめの問題」の解答を入力する
〇事後学修 5 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
期末試験
【テキスト】
『TRY！日本語能力試験N1 文法から伸ばす日本語』（各国語版）ASK
【参考書・参考資料等】
語彙リスト（各国語版）
【成績評価の方法等】
課題（宿題＋授業中）30％、小テスト30％、期末試験40％
【履修要件等】
外国人留学生のみ履修可能・外国人留学生必修科目
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評価が「合」

BG19-101110-B4
区

分

高城科目―基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

吉本 由美

日本語Ⅱ（a）

授業形態

Japanese Ⅱ（a）

単独, クラス
分け

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
大学での生活、学修に必要な日本語の知識、運用能力を身につける
【授業の到達目標】
やや専門的な説明を聞いて、理解できる、論説文を読んで、理解できる、など
【授業の概要】
日本語能力試験N1レベルの文法を整理し、使えるようにする
課題、小テストはGoogle Classroom、語彙の練習にはQuizletを使用する
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション
〇事前学修 日本語Ⅰの課題、小テストを見直す
〇事後学修 授業の目的、目標、概要、授業計画と準備学修、授業の進め方を確認する
第 ２回 6 スピーチをする
〇事前学修 6 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 6 章の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 ３回 まとめ 1
〇事前学修 6 章「まとめの問題」の解答を入力する
〇事後学修 6 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 ４回 7 社内で話す（1）
〇事前学修 7 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 7 章(1)の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 ５回 7 社内で話す（2）
〇事前学修 7 章(2)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 7 章(2)の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 ６回 まとめ 2
〇事前学修 7 章「まとめの問題」の解答を入力する
〇事後学修 7 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 ７回 8 小説を読む（1）
〇事前学修 8 章(1)の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 8 章(1)の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 ８回 8 小説を読む（2）前半
〇事前学修 8 章(2)の語彙 1 を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 6-8 章の見本文の読解問題を見直す
第 ９回 8 小説を読む（2）後半
〇事前学修 8 章（2）の語彙 2 を練習する
〇事後学修 8 章(2)の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 １０回 まとめ 3
〇事前学修 8 章「まとめの問題」の解答を入力する
〇事後学修 8 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
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第 １１回 9 講演を聞く
〇事前学修 9 章の語彙を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 9 章の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 １２回 まとめ 4
〇事前学修 9 章「まとめの問題」の解答を入力する
〇事後学修 9 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
第 １３回 10 論説文を読む（前半）
〇事前学修 10 章の語彙 1 を練習する、文法問題の解答を入力する、見本文の CD を聞く
〇事後学修 9-10 章の見本文の読解問題を見直す
第 １４回 10 論説文を読む（後半）
〇事前学修 10 章の語彙 2 を練習する
〇事後学修 10 章の文法確認問題を解く、見本文のシャドーイングをする、語彙を復習する
第 １５回 まとめ 5
〇事前学修 10 章「まとめの問題」の解答を入力する
〇事後学修 10 章の練習問題、小テストで間違えた文法の解説と例文をもう一度読む
期末試験
【テキスト】
『TRY！日本語能力試験N1文法から伸ばす日本語』（各国語版）ASK
【参考書・参考資料等】
語彙リスト（各国語版）
【成績評価の方法等】
課題30％、小テスト30％、期末試験40％

評価が「合」

【履修要件等】
外国人留学生のみ履修可能・外国人留学生必修科目
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BG19-101120-B
区

分

高城科目―基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

川崎 千枝見、吉本 由美

日本事情Ⅰ

授業形態

Japanese Studies Ⅰ

単独, クラス
分け

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
大学での学修・研究活動に必要な日本語表現、言語スキルを養成する。特に、情報収集（読解活動、アンケート活
動）と情報発信（レジュメ作成、口頭発表）に関するスキル習得・上達を目指す。
【授業の到達目標】
・ニュースやアンケートなどを通して日本社会についての知識を深める
・適切な表現を使って、わかりやすい発表ができる
【授業の概要】
・現代の日本社会について、情報を収集する「読む」「聞く」活動をおこなう
・自国や自身の文化との比較を通して、自身の考えを日本語で発信する「書く」「話す」活動をおこなう
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション
〇事前学修 これまでにいつ、どこで、どんなふうに、どんな日本事情を学んだか、ふりかえる
〇事後学修 どんな日本事情について詳しく調べたいか考える
第 ２回 情報収集と発表 1 準備
〇事前学修 NHK NEWS WEB EASY の HP を見る
〇事後学修 グループで出た質問や意見について、まとめる
第 ３回 情報収集と発表 1 発表
〇事前学修 紹介したニュースに関連する情報源を探す
〇事後学修 グループで紹介し合った情報源を見ておく
第 ４回 情報収集と発表 2 準備
〇事前学修 NHK NEWS WEB EASY で読むニュースを選ぶ
〇事後学修 グループで出た質問や意見について、まとめる
第 ５回 情報収集と発表 2 資料作成
〇事前学修 紹介したニュースに関連する情報源を探す
〇事後学修 グループで紹介し合った情報源でさらに情報を集める
第 ６回 情報収集と発表 2 発表練習
〇事前学修 グループで発表する内容を考える
〇事後学修 グループで発表する内容をまとめる
第 ７回 情報収集と発表 2 発表
〇事前学修 グループで発表練習をしておく
〇事後学修 撮影したビデオを見る
第 ８回 情報収集と発表 2 ふりかえり
〇事前学修 情報収集と発表について気づきを書いておく
〇事後学修 情報収集と発表ふりかえりシートに記入して、提出する
第 ９回 アンケート調査 準備
〇事前学修 アンケート調査のテーマについて考えておく
〇事後学修 アンケートシートを修正する
第 １０回 アンケート調査実施
〇事前学修 アンケート調査を練習しておく
〇事後学修 アンケート調査を実施する
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第 １１回 アンケート調査 まとめ
〇事前学修 アンケート調査について気づきを書いておく
〇事後学修 アンケート調査結果をまとめておく
第 １２回 アンケート調査発表資料作成
〇事前学修 アンケート調査結果に関連する情報を探す
〇事後学修 レジュメ（word）を作成する
第 １３回 アンケート調査発表練習
〇事前学修 発表の流れ、発表の表現を確認する
〇事後学修 レジュメ（word）を修正する
第 １４回 アンケート調査 発表
〇事前学修 発表練習をしておく
〇事後学修 撮影したビデオを見る
第 １５回 アンケート調査 ふりかえり
〇事前学修 アンケート調査発表について気づきを書いておく
〇事後学修 アンケート調査ふりかえりシートに記入して、提出する

【テキスト】
なし（資料配布）
【参考書・参考資料等】
授業中に紹介する
webサイト：NHK NEWS WEB EASY（http://www3.nhk.or.jp/news/easy/）
【成績評価の方法等】
課題40％、平常点20％、発表40％

評価が「合」

【履修要件等】
外国人留学生のみ履修可能・外国人留学生必修
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BG19-101130-B
区

分

高城科目―基礎教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

川崎 千枝見、吉本 由美

日本事情Ⅱ

授業形態

Japanese Studies Ⅱ

単独, クラス
分け

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
大学での学修・研究活動に必要な日本語表現、言語スキルを養成する。特に、情報収集（読解活動、インタビュー
活動）と情報発信（提示資料作成、口頭発表）に関するスキル習得・上達を目指す。
【授業の到達目標】
・ニュースやインタビューなどを通して日本社会についての知識を深める
・適切な表現を使って、わかりやすい発表ができる
【授業の概要】
・前期に続き、現代の日本社会について、情報を収集する「読む」「聞く」活動をおこなう
・自国や自身の文化との比較を通して、自身の考えを日本語で発信する「書く」「話す」活動をおこなう
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション
〇事前学修 日本事情Ⅰのアンケート調査についてふりかえる
〇事後学修 授業で読んだニュースについて、他の情報源で少し調べておく
第 ２回 インタビュー調査 1 準備
〇事前学修 インタビュー調査のテーマについて考えておく
〇事後学修 インタビュー調査 1 準備シート(word)を作成する
第 ３回 インタビュー調査 1 練習
〇事前学修 インタビュー調査に関連する情報を探す
〇事後学修 インタビュー調査 1 準備シート(word)を修正する
第 ４回 インタビュー調査 1 実施
〇事前学修 インタビューを練習する
〇事後学修 インタビュー調査 1 を実施する
第 ５回 インタビュー調査 1 データ整理
〇事前学修 インタビュー調査について気づきを書いておく
〇事後学修 インタビュー調査 1 記録シート（word）を作成する
第 ６回 インタビュー調査 1 まとめ
〇事前学修 インタビュー調査結果に関連する情報を探す
〇事後学修 インタビュー調査 1 発表資料（ppt）を作成する
第 ７回 インタビュー調査 1 発表準備
〇事前学修 発表の流れ、発表の表現を確認する
〇事後学修 インタビュー調査 1 発表資料（ppt）を修正する
第 ８回 インタビュー調査 1 発表
〇事前学修 発表練習をしておく
〇事後学修 撮影したビデオを見る
第 ９回 インタビュー調査 1 発表ふりかえり
〇事前学修 インタビュー調査発表について気づきを書いておく
〇事後学修 インタビュー調査 1 ふりかえりシート（word）を作成する
第 １０回 インタビュー調査 2 準備
〇事前学修 インタビュー調査に関連する情報を探す
〇事後学修 インタビュー調査 2 準備シート(word)を作成する
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第 １１回 インタビュー調査 2 実施
〇事前学修 インタビューを練習する
〇事後学修 インタビュー調査 2 を実施する
第 １２回 インタビュー調査 2 まとめ
〇事前学修 インタビュー調査発表について気づきを書いておく
〇事後学修 インタビュー調査 2 記録シート（word）を作成する
第 １３回 インタビュー調査 2 発表準備
〇事前学修 発表の流れ、発表の表現を確認する
〇事後学修 インタビュー調査 2 発表資料（ppt）を作成する
第 １４回 インタビュー調査 2 発表
〇事前学修 発表練習をしておく
〇事後学修 撮影したビデオを見る
第 １５回 インタビュー調査 2 発表ふりかえり
〇事前学修 インタビュー調査発表について気づきを書いておく
〇事後学修 インタビュー調査 2 ふりかえりシートに記入して、提出する

【テキスト】
なし（資料配布）
【参考書・参考資料等】
授業中に紹介する
webサイト：NHK NEWS WEB

EASY（http://www3.nhk.or.jp/news/easy/

【成績評価の方法等】
課題40％、平常点20％、発表40％

評価が「合」

【履修要件等】
外国人留学生のみ履修可能・外国人留学生必修
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BG19-102010-B
区

分

高城科目－キャリア教育科目

担当教員

竹元 雅彦、増野 洋子

授業科目

キャリアデザインⅠ

授業形態

英

Career Design Ⅰ

複数, クラス
分け

訳

配当年次

3 年次 前期

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
「キャリアデザイン」とは、自分自身の大学生活や職業人生、キャリアについて、自らが主体となって構想し、実現
していくことをいう。「キャリアデザインⅠ」では、自分の夢を実現する為に、現状の自分の経験やスキルベースを
再認識し、「ありたい将来像について」を考慮しながら、自らの持つ能力を活かすための「大学生活のキャリアデザ
イン」の形成を目的とする。
【授業の到達目標】
自己を客観視する視点の養成・自己資源の再認識を行い、自己理解を深める。自己理解から、大学生活の「キャリ
アデザインの構築」と「大学生活のキャリアデザイン」作成を通して、自己実現を目指す。
【授業の概要】
これまで多くの企業の人材育成に関わってきた講師とキャリアコンサルタントがそれぞれの専門性を活かし、将来に
向けて自らのキャリアをデザインできるように側面的援助を行う課題形成型の授業である。形式としては、講義形式
で授業を行うが、学生が自らの将来に向けて、今何を考え、準備すべきかを理解し、自らの問題意識で個々の課題に
取り組む内容となっている。
具体的には
・講義での問題提議を受けて、個人ワークで考え、グループワークで協議し、考えをまとめ発表する事を繰り返す中
で自分自身の考えをまとめていく。
・自分の考えを正しく相手に伝えることを繰り返す中で、コミュニケーションの難しさを理解し、言葉を精査する感
覚をみにつける。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション キャリアデザインと大学生活
〇事前学修 シラバスをよく読み内容を理解してくること。
〇事後学修 オリエンテーションの内容を整理しておくこと、
第 ２回 自己のキャリアを考える 職業選択のステップ
〇事前学修 キャリアとは何かを考え、自分の考え方をまとめておくこと。
〇事後学修 講義全体（半期）の流れを理解しておくこと
第 ３回 自己理解を深める Ⅰ エゴグラムからみた自己
〇事前学修 交流分析について、その狙いと意味を整理しておくこと。
〇事後学修 自己を取り巻く人間関係と照らし合わせて、整理しておくこと。
第 ４回 自己理解を深める Ⅱ（1）キャリア意識
〇事前学修 自分の価値観を整理しておくこと。
〇事後学修 結果を客観的にみた感想をまとめておくこと。
第 ５回 自己理解を深める Ⅱ（2）【演習】人生すごろくⅠ 自己のキャリアの振り返り
〇事前学修 小学校から中が高時代に自分が取り組んだことを整理しておくこと、
〇事後学修 他者からのコメントをまとめておくこと。
第 ６回 自己理解 「キャリア・アプローチ」テストの実施
〇事前学修 テストの概要を理解しておくこと。
〇事後学修 一般常識問題の答えを自己採点してくこと。
第 ７回 自己理解を深める Ⅲ 自立意識
〇事前学修 自己の生活を振り返って、まとめておくこと。
〇事後学修 結果を客観的にみて感じたことを整理しておくこと。
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第 ８回 自己理解を深める Ⅱ 人生すごろく 2
〇事前学修 高校から大学時代に何に取り組んでいるのかを整理しておくこと。
〇事後学修 他者からのコメントを整理しておくこと。
第 ９回 自己理解を深める Ⅳ キャリアアンカーとプランドハプンスタンス
〇事前学修 キャリアアンカーとプランドハプンスタンスの意味を調べておくこと。
〇事後学修 自己の働くことに対する価値観をまとめておくこと
第 １０回 仕事理解Ⅰ 仕事理解と職業適性
〇事前学修 業種、職種の違いを調べておくこと。
〇事後学修 自己の適正を客観的に判断し、まとめておくこと。
第 １１回 仕事理解Ⅱ 企業が求める人材像
〇事前学修 企業が求める人材像を調べておくこと。
〇事後学修 自分に何が足りないかを客観的判断し、まとめておくこと。
第 １２回 仕事理解 Ⅲ ビジネスコミュニケーションの理解
〇事前学修 仕事をするために必要な能力を調べておくこと。
〇事後学修 自己のコミュニケーション上の課題を整理しておくこと。
第 １３回 【演習】キャリア開発計画書の作成
〇事前学修 来年３月までにやるべき課題をまとめておくこと。
〇事後学修 次回までに完成させて提出すること。
第 １４回 【演習】キャリア開発計画書の発表 （グループワーク）
〇事前学修 ３分間で発表できるよう練習しておくこと
〇事後学修 指摘された点を修正し、次回提出すること。
第 １５回 まとめ 【演習】自己理解
〇事前学修 自己 PR ポイントを整理しておくこと。
〇事後学修 後期にむけて、言葉、表現を適確な表現になるようブラッシュアップしておくこと。

【テキスト】
本学が開発したオリジナルテキスト 「キャリアデザインワークブック2019」を使用（無償配布）
【参考書・参考資料等】
講義中、随時紹介
【成績評価の方法等】
課題（ワークシート）の評価（60％）、及びレポート（40％）の提出
【履修要件等】
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評価が「合」

BG19-102020-B
区

分

高城科目－キャリア教育科目

担当教員

竹元 雅彦、増野 洋子

授業科目

キャリアデザインⅡ

授業形態

英

Career Design Ⅱ

複数, クラス
分け

訳

配当年次

3 年次 後期

必選別

必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
「キャリアデザイン」とは、自分自身の大学生活や職業人生、キャリアについて、自らが主体となって構想し、実現
していくことをいう。「キャリアデザインⅠ」では、自分の夢を実現する為に、現状の自分の経験やスキルベースを
再認識し、「ありたい将来像について」を考慮しながら、自らの持つ能力を活かすための「大学生活のキャリアデザ
イン」の形成を目的とする。
【授業の到達目標】
自己を客観視する視点の養成・自己資源の再認識を行い、自己理解を深める。自己理解から、大学生活の「キャリア
デザインの構築」と「大学生活のキャリアデザイン」作成を通して、自己実現を目指す。
【授業の概要】
これまで多くの企業の人材育成に関わってきた講師とキャリアコンサルタントがそれぞれの専門性を活かし、将来に
向けて自らのキャリアをデザインできるように側面的援助を行う課題形成型の授業である。形式としては、講義形式
で授業を行うが、学生が自らの将来に向けて、今何を考え、準備すべきかを理解し、自らの問題意識で個々の課題に
取り組む内容となっている。
具体的には
・講義での問題提議を受けて、個人ワークで考え、グループワークで協議し、考えをまとめ発表する事を繰り返す中
で自分自身の考えをまとめていく。
・自分の考えを正しく相手に伝えることを繰り返す中で、コミュニケーションの難しさを理解し、言葉を精査する感
覚をみにつける。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション キャリアデザインと就職活動
〇事前学修 前期の講義内容を確認しておくこと
〇事後学修 オリエンテーションの内容を整理しておくこと
第 ２回 労働市場の動向と企業選びの考え方 「職業選択と職業誤解」
〇事前学修 自分が希望する業界、企業について調べておくこと
〇事後学修 自分自身の「志望動機」を整理しておくこと
第 ３回 文章の書き方の基本的枠組み「ロジカルシンキング（論理的思考）」
〇事前学修 ロジカルシンキングについて調べておくこと
〇事後学修 自己の課題を整理しておくこと
第 ４回 【演習】エントリーシートの書き方 Ⅰ
〇事前学修 事前課題を作成の上、講義に参加すること。
〇事後学修 講義を受けて、修正を行う事。
第 ５回 【演習】エントリーシートの書き方 Ⅱ
〇事前学修 記載内容を説明できるよう、準備してくること
〇事後学修 指摘個所を修正する事。
第 ６回 【演習】ビジネスマナー Ⅰ 注：必ずスーツ着用の事
〇事前学修 就活ハンドブックのマナーの項目を読んでくること
〇事後学修 ポイントをまとめておくこと
第 ７回 【演習】ビジネスマナー Ⅱ 注：必ずスーツ着用の事
〇事前学修 前回のポイントを確認しておくこと
〇事後学修 ポイントをまとめておくこと
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第 ８回 面接対策 Ⅰ 面接は何を評価するのか？
〇事前学修 面接の目的をまとめておくこと
〇事後学修 ポイントを整理しておくこと
第 ９回 面接対策 Ⅱ【演習】面接シートの作成
〇事前学修 想定される質問の答えを準備してくること
〇事後学修 指摘個所を修正の上、次回提出すること。
第 １０回 【演習】面接演習 Ⅰ 注：必ずスーツ着用の事
〇事前学修 質問に答えられるよう準備しておくこと
〇事後学修 面接官の指摘個所を修正すること
第 １１回 【演習】面接演習 Ⅱ 注：必ずスーツ着用の事
〇事前学修 質問に答えられるよう準備しておくこと
〇事後学修 面接官の指摘個所を修正すること
第 １２回 【講演】企業の求める人材像
〇事前学修 講演企業について調べておくこと
〇事後学修 講演の感想をレポートにまとめて次回提出のこと
第 １３回 【特別講演】「生活設計・家計管理セミナー」
〇事前学修 就職後の生活に必要なお金について調べておくこと
〇事後学修 講義のポイントをまとめておくこと
第 １４回 【演習】履歴書の書き方
〇事前学修 事前に履歴書を記入して持参する事
〇事後学修 指摘個所を修正して、次週提出
第 １５回 まとめ
〇事前学修 講義で学んだ内容を整理しておく
〇事後学修 就職活動がスムーズに始められるよう準備しておくこと

【テキスト】
「キャリアデザインワークブック2019」とワークシート
【参考書・参考資料等】
随時紹介
【成績評価の方法等】
課題（ワークシート）の評価（60％）、及びレポート（40％）の提出
【履修要件等】
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評価が「合」

BG19-102030-B
区

分

高城科目－キャリア教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 前期

担当教員

竹元 雅彦

インターンシップ Ⅰ

授業形態

Internship Ⅰ

単独

必選別

選択

単位数

1 単位

【授業の目的】
就職は、人生の目的ではなく、手段であることに間違いはありません。本科目では、実際に企業が行うインターン
シップに参加することで実際の仕事を体験することで、就職活動に先立ち「働くこと」の意義と企業への理解を深め
ることを目的とします。
【授業の到達目標】
インターンシップでの企業体験を通じて、企業や仕事に関する知識を高めるとともに、職業選択の視点を身に着け
、就職活動へスムーズに取り組めるようになることを目的とする。
・仕事を理解する。
・職業選択の視野を広げる。
【授業の概要】
授業は、企業等での就業体験を通じて、将来の進路や職業の選択に向けた就業観の養成を目的とした体験型授業で
す。企業への派遣にあたり、インターンシップの意義・目的についての理解を深め、広島県インターンシップ促進協
議会の主催するインターンシップに参加することで、一足早く就職活動を体験します。
内容的には、「キャリデザインⅠ」で実施する自己分析や職業理解、そしてエントリーシートの作成を先行して行
い、県の主催する企業説明会に参加して、インターンシップ先企業を決定します。
また本授業を担当する講師は、長年企業の人材育成を行ってきた経験と広く企業・業界の知識を有し、学生ひとり
ひとり対して細やかな指導を行います。尚授業の性質上、ビジネスマナーを徹底的に身に着けることを目的とします
ので、「時間厳守」「挨拶」を何よりも重視します。遅刻や無断欠席を認めない、提出書類の納期厳守は本講義の最
低条件です。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション 授業の進め方と注意点について
〇事前学修 必ずシラバスを熟読すること。
〇事後学修 授業のルールを確認して、本気で取り組めるかを確認してください。
第 ２回 インターンシップのスケジュール確認（広島県インターンシップ促進協議会）
〇事前学修 何故、インターンシップに参加したいのか、自分の考えをまとめておくこと。
〇事後学修 インターンシップのスケジュールの調整を行う事。
第 ３回 企業を取り巻く環境変化と企業が求める人材像
〇事前学修 自分はどのような仕事を通じて社会に関わりたいのかを考えてくること。
〇事後学修 自分の認識と異なっていれば修正をおこなうこと。
第 ４回 企業研究 業界と業種の知識 どんな仕事があるのか
〇事前学修 自分はどんな職業を希望するのか、併せて理由も考えてくること。
〇事後学修 自分の認識と異なっていれば修正をおこなうこと。
第 ５回 【演習】ビジネスマナーの基本 社会人に向けた意識の変革
〇事前学修 マナーの基本とは何かを調べてくること。注：スーツ着用
〇事後学修 学んだポイントをまとめておくこと。
第 ６回 【演習】ビジネスコミュニケーション 文章の書き方の基本
〇事前学修 ビジネス文章のポイントを調べてくること。
〇事後学修 自己の問題点を整理し、課題を明らかにしておくこと。
第 ７回 【演習】自己 PR 文の作成（自己理解から自己の強みを明らかにする）
〇事前学修 自分の強み、弱みにについて課題シートにまとめてくること。
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〇事後学修 自己 PR 文を完成させ、次週提出すること。
第 ８回 実習先企業の選択 （注：県の合同説明に参加すること）
〇事前学修 インターンシップに参加したい企業を第三希望まで選んでくること。
〇事後学修 志望動機を完成し、次回提出すること。
第 ９回 ビジネスの基本Ⅰ 目標設定と PDCA サイクルの重要性の理解
〇事前学修 課題シートに自己目標を記入してくること。
〇事後学修 自己目標を修正して、次回提出すること。
第 １０回 ビジネスの基本 Ⅱ 企業にとって利益とは何か
〇事前学修 企業にとって利益が重要な理由を調べてくること
〇事後学修 ポイントを整理しておくこと。
第 １１回 【演習】エントリーシートの作成 Ⅰ 個人ワーク
〇事前学修 県指定のフォーマットに必要事項を入力し、プリントして持参すること
〇事後学修 修正箇所を訂正しておくこと。
第 １２回 【演習】エントリーシートの作成 Ⅱ グループワーク
〇事前学修 修正したプリントを持参すること
〇事後学修 最終修正を行い、メールに添付して提出すること
第 １３回 インターンシップ参加手続き
〇事前学修 参加要項を必ず確認すること
〇事後学修 関連書類をメールにて期日までに提出すること
第 １４回 実習日誌と実習レポートの書き方
〇事前学修 課題シートを作成して持参
〇事後学修 修正後メールにて提出
第 １５回 まとめ
〇事前学修 参加日程の確認と注意事項を熟読しておくこと
〇事後学修 準備物を確認しておくこと

【テキスト】
なし 当日資料を配布
【参考書・参考資料等】
随時紹介
【成績評価の方法等】
課題（ワークシート）の評価（60％）、及びレポート（40％）の提出
【履修要件等】

46

評価が「合」

BG19-102040-B
区

分

高城科目－キャリア教育科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 後期

担当教員

竹元 雅彦

インターンシップ Ⅱ

授業形態

Internship Ⅱ

単独

必選別

選択

単位数

1 単位

【授業の目的】
就職は、人生の目的ではなく、手段であることに間違いはありません。本科目では、実際に企業が行うインターン
シップに参加することで実際の仕事を体験することで、就職活動に先立ち「働くこと」の意義と企業への理解を深め
ることを目的とします。
【授業の到達目標】
インターンシップでの企業体験を通じて、企業や仕事に関する知識を高めるとともに、職業選択の視点を身に着け
、就職活動へスムーズに取り組めるようになることを目的とする。
・仕事を理解する。
・職業選択の視野を広げる。
【授業の概要】
授業は、企業等での就業体験を通じて、将来の進路や職業の選択に向けた就業観の養成を目的とした体験型授業です
。企業への派遣にあたり、インターンシップの意義・目的についての理解を深め、広島県インターンシップ促進協議
会の主催するインターンシップに参加することで、一足早く就職活動を体験します。
内容的には、「キャリデザインⅠ」で実施する自己分析や職業理解、そしてエントリーシートの作成を先行して行
い、県の主催する企業説明会に参加して、インターンシップ先企業を決定します。
また本授業を担当する講師は、長年企業の人材育成を行ってきた経験と広く企業・業界の知識を有し、学生ひとり
ひとり対して細やかな指導を行います。尚授業の性質上、ビジネスマナーを徹底的に身に着けることを目的とします
ので、「時間厳守」「挨拶」を何よりも重視します。遅刻や無断欠席を認めない、提出書類の納期厳守は本講義の最
低条件です。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション
〇事前学修 シラバスの内容を確認しておくこと。
〇事後学修 後期のスケジュールを必ず確認すること。
第 ２回 プレゼンテーションの基本
〇事前学修 インターンシップの内容をまとめておくこと。
〇事後学修 配布するテンプレートを完成し、次回提出すること。
第 ３回 【演習】プレゼンテーション演習
〇事前学修 実習内容を説明できるようにしておくこと。
〇事後学修 指摘された箇所を修正して、再提出すること。
第 ４回 インターンシップ実習 Ⅰ
〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。
〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。
第 ５回 インターンシップ実習 Ⅱ
〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。
〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。
第 ６回 インターンシップ実習 Ⅲ
〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。
〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。
第 ７回 インターンシップ実習 Ⅳ
〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。
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〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。
第 ８回 インターンシップ実習 Ⅴ
〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。
〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。
第 ９回 インターンシップ実習 Ⅵ
〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。
〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。
第 １０回 インターンシップ実習 Ⅶ
〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。
〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。
第 １１回 インターンシップ実習 Ⅷ
〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。
〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。
第 １２回 インターンシップ実習 Ⅸ
〇事前学修 時間厳守、準備物の確認を行う事。
〇事後学修 実習内容を報告書にまとめておくこと。
第 １３回 実習報告書の作成
〇事前学修 実習日誌をまとめておくこと
〇事後学修 加筆・修正を行い提出すること
第 １４回 報告会の実施
〇事前学修 時間内に発表できるよう準備しておくこと
〇事後学修 自己のプレゼン内容を客観的な視点から反省しておくこと。
第 １５回 まとめ
〇事前学修 インターンシップで学んだことを整理しておくこと。
〇事後学修 就活にどのように活かすのかをまとめておくこと。

【テキスト】
なし 当日資料を配布
【参考書・参考資料等】

【成績評価の方法等】
実習報告書の評価（50％）、発表会でのプレゼンテーションの評価（50％）
【履修要件等】
インターンシップⅠの受講者に限る。
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評価が「合」

BG19-102050-B
区

分

授業科目
英

訳

配当年次

高城科目－キャリア教育科目

担当教員

橋元 純也

特別キャンパス活動Ⅰ

授業形態

Special Activities on Campus Ⅰ

複数

1 年次前期 ～ 3 年次後期

必選別

選択

単位数

4 単位

【授業の目的】
①本大学の教育理念「信和・協同・実践」を具現化するために、②学内外ないし国内外のあらゆる場所を学びの
キャンパスとしながら、スポーツ活動・芸術活動・ボランティア活動・地域連携活動・国際交流活動・異文化体験
といった各種の課外活動を積極的におこなう学生を支援し、③コミュニケーション能力・共感力・共生力・自主性
・企画力・リーダーシップなどを有して地域社会・国際社会に貢献できる人材を育成する。
【授業の到達目標】
本大学の教育理念「信和・協同・実践」に則した課外活動に積極的に取り組み、みずからの個性・持ち味に応じ
た能力を身につける。
※科目「特別キャンパス活動」活動グループ自己評価表（下記URL）参照
http://www.hkg.ac.jp/~hashimoto/blog/rubrics-saoc
【授業の概要】
活動責任者（本大学の教職員）の指導・監督のもと課外活動をおこない、その内容・活動時間に応じて単位が認
定される。
【授業計画と準備学修】
1.「教育計画書」の提出
活動学生が単位取得を希望する場合、学生の自治組織である学友会所属のクラブ・サークルなどの団体、
および学友会以外の自主的な活動団体・個人を指導・監督する活動責任者（本大学の教職員）に
「教育計画書」の提出を求める。「教育計画書」には、活動グループ名・活動責任者名の他、活
動の目的・活動期間・活動の概略など必要事項を記載する。なお、活動内容等に大きな変更のあ
った場合は、教育計画書の再提出を求める。
2.「活動認定書」他の提出
活動責任者が活動学生の単位認定を年度末に申請する場合、「活動認定書」の提出を求める。「活動認定
書」には、活動によって得られた教育効果などを記載するとともに、活動学生の学生番号・氏名・
活動の合計時間を記した「活動学生リスト」、本大学の教育理念「信和・協同・実践」に則した
活動であることが確認できる「自己評価表」（上記 URL 参照）、および活動記録・写真・ブログ
記事・報道資料といった「活動内容資料」を添付する。
3.審査と単位認定
提出された「教育計画書」「活動認定書」および添付資料は、総合教育センター合同部会において審査し、
活動時間・内容に応じて、活動学生ごとに単位を認定する。なお、科目担当者は、各活動責任者との連絡、
提出書類のとりまとめ、単位認定の原案作成などを担当する。

【テキスト】
なし
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【参考書・参考資料等】
『H30（2018）年度「特別キャンパス活動」活動グループ一覧』（全グループの提出書類が確認可能）
http://www.hkg.ac.jp/~hashimoto/saoc2018/grouplist2018-saoc
【成績評価の方法等】
成績評価は合否判定方式でおこなう。なお、合格の場合の取得単位数は、原則30時間の
同一活動で1単位とし、半期2単位まで、合計4単位までの認定とする。
【履修要件等】
「教育計画書」を提出した活動グループの活動責任者が認定した者のみ履修登録すること。
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評価が「合」
〇

BG19-102060-B
区

分

授業科目
英

訳

配当年次

高城科目－キャリア教育科目

担当教員

橋元 純也

特別キャンパス活動Ⅱ

授業形態

Special Activities on CampusⅡ

複数

1 年次前期 ～ 3 年次後期

必選別

選択

単位数

4 単位

【授業の目的】
①本大学の教育理念「信和・協同・実践」を具現化するために、②学内外ないし国内外のあらゆる場所を学びの
キャンパスとしながら、スポーツ活動・芸術活動・ボランティア活動・地域連携活動・国際交流活動・異文化体験
といった各種の課外活動を積極的におこなう学生を支援し、③コミュニケーション能力・共感力・共生力・自主性
・企画力・リーダーシップなどを有して地域社会・国際社会に貢献できる人材を育成する。
【授業の到達目標】
本大学の教育理念「信和・協同・実践」に則した課外活動に積極的に取り組み、みずからの個性・持ち味に応じ
た能力を身につける。
※科目「特別キャンパス活動」活動グループ自己評価表（下記URL）参照
http://www.hkg.ac.jp/~hashimoto/blog/rubrics-saoc
【授業の概要】
活動責任者（本大学の教職員）の指導・監督のもと課外活動をおこない、その内容・活動時間に応じて単位が認
定される。なお、「特別キャンパス活動Ⅰ」における4単位取得者を本科目の単位認定対象とする。
【授業計画と準備学修】
1.「教育計画書」の提出
活動学生が単位取得を希望する場合、学生の自治組織である学友会所属のクラブ・サークルなどの団体、
および学友会以外の自主的な活動団体・個人を指導・監督する活動責任者（本大学の教職員）に
「教育計画書」の提出を求める。「教育計画書」には、活動グループ名・活動責任者名の他、活
動の目的・活動期間・活動の概略など必要事項を記載する。なお、活動内容等に大きな変更のあ
った場合は、教育計画書の再提出を求める。
2.「活動認定書」他の提出
活動責任者が活動学生の単位認定を年度末に申請する場合、「活動認定書」の提出を求める。「活動認定
書」には、活動によって得られた教育効果などを記載するとともに、活動学生の学生番号・氏名・
活動の合計時間を記した「活動学生リスト」、本大学の教育理念「信和・協同・実践」に則した
活動であることが確認できる「自己評価表」（上記 URL 参照）、および活動記録・写真・ブログ
記事・報道資料といった「活動内容資料」を添付する。
3.審査と単位認定
提出された「教育計画書」「活動認定書」および添付資料は、総合教育センター合同部会において審査し、
活動時間・内容に応じて、活動学生ごとに単位を認定する。なお、科目担当者は、各活動責任者との連絡、
提出書類のとりまとめ、単位認定の原案作成などを担当する。

【テキスト】
なし
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【参考書・参考資料等】
『H30（2018）年度「特別キャンパス活動」活動グループ一覧』（全グループの提出書類が確認可能）
http://www.hkg.ac.jp/~hashimoto/saoc2018/grouplist2018-saoc
【成績評価の方法等】
成績評価は合否判定方式でおこなう。なお、合格の場合の取得単位数は、原則30時間の
同一活動で1単位とし、半期2単位まで、合計4単位までの認定とする。
【履修要件等】
「教育計画書」を提出した活動グループの活動責任者が認定した者のみ履修登録すること。
なお、「特別キャンパス活動Ⅰ」における4単位取得者を本科目の単位認定対象とする。
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評価が「合」
〇

BG19-201010-A
区

分

教養教育科目－人文科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

橋元 純也

宗教学

授業形態

Religion

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
①宗教の要件や類型、および諸宗教の歴史・教義・聖典・教団・儀式などの諸相をまなびながら、②人文・社会科
学分野の基礎学力のひとつとして、宗教学の立場から社会の諸問題をかんがえる視点や方法を獲得するとともに、③
現代社会・国際社会に対応・貢献するための人間力の基礎として、幅ひろい知識や教養をともなうコミュニケーショ
ン能力を身につける契機とする。
【授業の到達目標】
宗教に関する概念・事項・事象、および宗教学の視点・方法論・論点について、授業内でとりあげた基礎的な知識
にもとづき、正確で明快な解説文が書ける。
【授業の概要】
第1～7回で宗教の要件や類型、および諸宗教の歴史・教義・聖典・教団・儀式などの諸相をまなび、第8回の中間ま
とめにおいて、第1～7回でとりあげた事項の解説文の作成と提出をおこなう。第9～14回で、宗教学の立場から社会の
諸問題をかんがえる視点・方法論・論点をまなび、第15回の期末まとめにおいて、第9～14回でとりあげた事項の解説
文の作成と提出をおこなう。
【授業計画と準備学修】
第 １回 講義概要ガイダンス／宗教の要件／宗教の類型
〇事前学修 シラバスを読んで授業の目的・概要などを理解し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№1 の内容を整理・理解する。
第 ２回 宗教の起源／ゾロアスター教・ヒンドゥー
〇事前学修 ゾロアスター教・ヒンドゥーの歴史について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№2 の内容を整理・理解する。
第 ３回 ユダヤ教・神道
〇事前学修 ユダヤ教・神道の歴史について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№3 の内容を整理・理解する。
第 ４回 儒教・道教
〇事前学修 儒教・道教の歴史について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№4 の内容を整理・理解する。
第 ５回 キリスト教
〇事前学修 キリスト教の歴史について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№5 の内容を整理・理解する。
第 ６回 仏教
〇事前学修 仏教の歴史について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№6 の内容を整理・理解する。
第 ７回 イスラーム・新宗教・ニューエイジ
〇事前学修 イスラーム・新宗教・ニューエイジの歴史について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№7 の内容を整理・理解する。
第 ８回 中間まとめ／解説文作成・提出
〇事前学修 講義プリント№1～7 の内容を整理・理解する。
〇事後学修 宗教の要件や類型、および諸宗教の歴史・教義・聖典・教団・儀式などを整理する。
第 ９回 宗教学の位置・視点・方法論
〇事前学修 宗教学の位置・視点・方法論について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№9 の内容を整理・理解する。
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第 １０回 宗教の 4 要素（教義／教団／儀礼／体験）
〇事前学修 宗教の 4 要素について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№10 の内容を整理・理解する。
第 １１回 宗教学における芸術・象徴・他界・来世
〇事前学修 宗教学における芸術・象徴・他界・来世について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№11 の内容を整理・理解する。
第 １２回 宗教学における国家・共同体・差別・ジェンダー
〇事前学修 宗教学における国家・共同体・差別・ジェンダーについて調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№12 の内容を整理・理解する。
第 １３回 宗教学における文化・消費・世俗・メディア
〇事前学修 宗教学における文化・消費・世俗・メディアについて調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№13 の内容を整理・理解する。
第 １４回 宗教学におけるカルト・暴力・科学技術・医療
〇事前学修 宗教学におけるカルト・暴力・科学技術・医療について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№14 の内容を整理・理解する。
第 １５回 期末まとめ／解説文作成・提出
〇事前学修 講義プリント№9～14 の内容を整理する。
〇事後学修 宗教学の位置・視点・方法論について整理・理解する。

【テキスト】
指定教科書なし。毎回、担当者が講義プリントを作成し、テキストとして配付する。
【参考書・参考資料等】
講義中に必要に応じて示す。
【成績評価の方法等】
提出物の状況・内容（100％）により評価する。
※第08回の中間まとめ時に作成・提出する解説文（50％）
※第15回の期末まとめ時に作成・提出する解説文（50％）
【履修要件等】
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評価が「合」

BG19-201020-A
区

分

教養教育科目－人文科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

中島 洋治

音楽の世界

授業形態

Music History

単独, クラス
分け

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
音楽史の知識として、たんなる言葉の暗記に終わるのではなく、できるだけ多くの作品を時代別に積極的に聴くこ
とで各自の知識をより奥行きのあるものにし、自分なりの意見を持つことができるようにする。
【授業の到達目標】
各時代の音楽様式（響きや構造の特徴）を把握しその音楽を聴いて、それがいつ頃の音楽であるか判断できるよう
になる。また、音楽の文化的・歴史的な背景を理解し、その時代が音楽に何を求め、どのような場で演奏され聴かれ
たかを考えられるようになる。
【授業の概要】
第1回に授業内容についてガイダンスをおこなったうえで、第2回～第14回において、近現代の音楽について、文化
的・歴史的な背景とともに取りあげていく。第15回にまとめと補足をおこなう。
【授業計画と準備学修】
第 １回 授業内容について説明 400 年の歴史を持つ最高の「娯楽」オペラの鑑賞
〇事前学修 シラバスを読んで授業の目的・概要などを理解し、質問を用意する。
〇事後学修 オペラについて配布資料の内容を整理・理解する。
第 ２回 近代音楽の成立 ～J.S.Bach と G.F.Handel～ 二人の生涯と作品について解説及び鑑賞
〇事前学修 J.S.Bach と G.F.Handel について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 近代音楽について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ３回 古典派の音楽Ⅰ ～J.FHaydn と W.A.Mozart～ 二人の生涯と作品について解説及び鑑賞
〇事前学修 J.FHaydn と W.A.Mozart について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 古典派の音楽について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ４回 古典派の音楽Ⅱ Mozart を題材にした「アマデウス」の DVD 鑑賞
〇事前学修 Mozart について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 古典派の音楽について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ５回 古典派の音楽Ⅲ 「アマデウス」の DVD 鑑賞
〇事前学修 作品「アマデウス」について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 古典派の音楽について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ６回 古典派から前期ロマン派へ 「楽聖」と呼ばれた L.V.Beethoven の生涯について
〇事前学修 L.V.Beethoven について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 前期ロマン派について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ７回 前期ロマン派Ⅰ フランス革命が芸術にもたらしたものは？ ドイツリートについて
〇事前学修 ドイツリートについて調査し、質問を用意する。
〇事後学修 前期ロマン派について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ８回 盛期ロマン派Ⅱ フランス革命後の芸術（1800 年以降に活躍した音楽家の解説と鑑賞）
〇事前学修 フランス革命について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 盛期ロマン派について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ９回 盛期ロマン派Ⅲ イタリア歌劇・フランス歌劇について（G.Verdi G.Puccini G.Bizet 等）
〇事前学修 Verdi Puccini Bizet について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 イタリア歌劇・フランス歌劇について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １０回 後期ロマン派Ⅳ ドイツ歌劇について（W.R.Wagner）
〇事前学修 W.R.Wagner について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 ドイツ歌劇について配布資料の内容を整理・理解する。
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第 １１回 国民楽派の音楽 ロシア・東欧・北欧を中心とした国民主義音楽の解説と鑑賞
〇事前学修 ロシア・東欧・北欧の国々ついて調査し、質問を用意する。
〇事後学修 国民楽派の音楽について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １２回 印象主義の音楽 C.Debussy と M.J.Ravel について解説及び鑑賞
〇事前学修 C.Debussy と M.J.Ravel について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 印象主義の音楽について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １３回 近代の音楽 A.Schonberg と I.Stravinsky について解説及び鑑賞
〇事前学修 Schonberg と Stravinsky について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 近代の音楽について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １４回 20 世紀の音楽 前衛的音楽（偶然音楽・具体音楽・電子音楽等）について解説及び鑑賞
〇事前学修 偶然音楽・具体音楽・電子音楽について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 20 世紀の音楽について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １５回 「ファンタジア 2000」の DVD 鑑賞、まとめ及び補足
〇事前学修 作品「ファンタジア 2000」について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 アニメーションと音楽について配布資料の内容を整理・理解すること。

【テキスト】
私が作成したテキストを使用する
【参考書・参考資料等】

【成績評価の方法等】
・授業への取り組みによる平常点（50％）・鑑賞後の感想レポート（20％）・課題提出
（30％）
【履修要件等】
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評価が「合」

BG19-201030-A
区

分

教養教職科目ー人文科目

担当教員

長谷川 貴法、武良 徹文、白雲 央樹

授業科目

スポーツA

授業形態

英

SportsA

複数, クラス
分け

訳

配当年次

1 年次 前期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
個々のスポーツの実践を通して、基礎体力や運動技能を高め、生涯スポーツを続けていくための体力作り、取り組み
方や考え方、ルールやマナーを習得させることや、団体競技でのチームによる戦術論（グループワーク）や実践力を
身につけさせることを目的とする。また。競い合う相手を尊重する精神や、周囲と共同する態度や協調性を学ばせる
。
【授業の到達目標】
個々のスポーツの基本的な技術の取得やルールやマナーを学び、楽しくプレーが出来る。
バトミントンやミニテニスは、「狙ったところにサーブが打てる」や「試合での継続的なラリーが出来るようになる
」
【授業の概要】
個々のスポーツの特技性、及びルールを理解し、実践を通じて、基本的技術や基本戦術を習得する。
バトミントンやミニテニスなどは、シングルス戦だけでなく、ダブルス戦やチーム戦等を行い、プレーに対するお互
いの意見交換（グループワーク）を行い技術や戦術の向上を図る。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」をよく読んでおくこと。
〇事後学修 ガイダンスでの内容について、理解を深めておくこと。
第 ２回 基礎体力トレーニング
〇事前学修 体調管理をしておくこと
〇事後学修 体のケアーをしておくこと
第 ３回 ソフトバレーボール：ルールの確認
〇事前学修 ソフトバレーボールのルールを事前に調べておくこと
〇事後学修 ソフトバレーボールのルールを理解し、まとめておくこと
第 ４回 ソフトバレーボール：実践 1
〇事前学修 ソフトバレーボールのルールを理解しておくこと
〇事後学修 今回の試合における、勝因・敗因を分析しておくこと
第 ５回 ソフトバレーボール：実践 2
〇事前学修 前回の試合での反省点をまとめておくこと
〇事後学修 今回の試合における、勝因・敗因を分析しておくこと
第 ６回 ソフトバレーボール：実践 3
〇事前学修 前回の試合での反省点をまとめておくこと
〇事後学修 今回の試合における、勝因・敗因を分析しておくこと
第 ７回 バトミントン：ルールと戦術
〇事前学修 バトミントンのルールを事前に調べておくこと
〇事後学修 バトミントンのルールを理解し、まとめておくこと
第 ８回 バトミントン：個人技術の習得
〇事前学修 バトミントンのルールを理解しておくこと
〇事後学修 基本的な技術の練習をしておくこと
第 ９回 バトミントン：実践 1
〇事前学修 バトミントンのルールや戦術を理解しておくこと
〇事後学修 今回の試合における、勝因・敗因を分析しておくこと
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第 １０回 バトミントン：実践 2
〇事前学修 前回の試合での反省点をまとめておくこと
〇事後学修 今回の試合における、勝因・敗因を分析しておくこと
第 １１回 ミニテニス：ルールと戦術
〇事前学修 ミニテニスのルールを事前に調べておくこと
〇事後学修 ミニテニスのルールを理解しまとめておくこと
第 １２回 ミニテニス：実践 1
〇事前学修 ミニテニスのルールを理解しておくこと
〇事後学修 今回の試合における、勝因・敗因を分析しておくこと
第 １３回 ミニテニス：実践 2
〇事前学修 前回の試合での反省点をまとめておくこと
〇事後学修 今回の試合における、勝因・敗因を分析しておくこと
第 １４回 ミニテニス：実践 3
〇事前学修 前回の試合での反省点をまとめておくこと
〇事後学修 今回の試合における、勝因・敗因を分析しておくこと
第 １５回 各スポーツ種目のまとめ
〇事前学修 各スポーツ種目のルールや戦術をまとめておくこと
〇事後学修 各スポーツ種目のルールや戦術をレポートにして提出すること

【テキスト】
なし
【参考書・参考資料等】
当日資料配布
【成績評価の方法等】
総合的に評価する
・レポート提出（20％）、積極的な授業への取り組み（80％）
【履修要件等】
スポーツの得意・不得意は関係なく、楽しくスポーツを行いたい学生
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評価が「合」

BG19-201040-A
区

分

教養教職科目－人文科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

長谷川 貴法、武良 徹文、白雲 央樹

スポーツＢ

授業形態

SportsB

複数, クラス
分け

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
個々のスポーツの実践を通して、基礎体力や運動技能を高め、生涯スポーツを続けて行くための体力作り、取り組
み方や考え方、ルールやマナーを習得させることや、団体競技でのチームによる戦術論（グループワーク）や実践力
を身につけさせることを目的とする。また、競い合う相手を尊重する精神や、周囲と共同する態度や協調性を学ばせ
る。
【授業の到達目標】
個々のスポーツの基本的な技術の習得やルールやマナーを学び、楽しくプレーが出来る。
バトミントンは、「狙ったところにサーブが打てる」や「試合での継続的なラリーが出来るようになる」ことを目
的とし、サッカーは、「ドリブルやリフティングが上手にできるようになる」や「狙ったところにボールが蹴れる」
こと等を目標とする
【授業の概要】
個々のスポーツの特技性、及びルールを理解し、実践を通じて基本的技術や基本戦術を習得する。
サッカーでは、チームの戦術などを自分たちで考えさせることや（グループワーク）、バトミントンは、シングル
ス戦だけでなく、ダブルス戦やチーム戦等を行い、プレーに対するお互いの意見交換（グループワーク）を行い、技
術や戦術の向上を図る。
【授業計画と準備学修】
第 １回 ガイダンス
〇事前学修 シラバスの「授業目的」「到達目標」「概要」をよく読んでおくこと
〇事後学修 ガイダンスでの内容について、理解を深めておくこと。
第 ２回 基礎体力トレーニング
〇事前学修 体調管理をしておくこと
〇事後学修 体のケアーをしておくこと
第 ３回 ソフトバレーボール：ルールの確認
〇事前学修 ソフトバレーボールのルールを事前に調べておくこと
〇事後学修 ソフトバレーボールのルールを理解しておくこと
第 ４回 ソフトバレーボール：実践 1
〇事前学修 ソフトバレーボールのルールを理解しておくこと
〇事後学修 今回の試合における、勝因・敗因を分析しておくこと
第 ５回 ソフトバレーボール：実践 2
〇事前学修 前回の試合での反省点をまとめておくこと
〇事後学修 今回の試合における、勝因・敗因を分析しておくこと
第 ６回 ソフトバレーボール：実践 3
〇事前学修 前回の試合での反省点をまとめておくこと
〇事後学修 今回の試合における、勝因・敗因を分析しておくこと
第 ７回 バトミントン：ルールと戦術
〇事前学修 バトミントンのルールを事前に調べておくこと
〇事後学修 バトミントンのルールと戦術を理解しておくこと
第 ８回 バトミントン：個人技術の習得
〇事前学修 バトミントンのルールを理解しておくこと
〇事後学修 基本的な技術の練習をしておくこと
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第 ９回 バトミントン：実践 1
〇事前学修 前回の試合での反省点をまとめておくこと
〇事後学修 今回の試合における、勝因・敗因を分析しておくこと
第 １０回 バトミントン：実践 2
〇事前学修 前回の試合での反省点をまとめておくこと
〇事後学修 今回の試合における、勝因・敗因を分析しておくこと
第 １１回 サッカー：ルールと戦術
〇事前学修 サッカーのルールを事前に調べておくこと
〇事後学修 サッカーのルールを理解しておくこと
第 １２回 サッカー：個人技術の習得
〇事前学修 サッカーのルールを理解しておくこと
〇事後学修 基本的な技術の練習をしておくこと
第 １３回 サッカー：実践 1
〇事前学修 サッカーのルールや戦術を理解しておくこと
〇事後学修 今回の試合における、勝因・敗因を分析しておくこと
第 １４回 サッカー：実践 2
〇事前学修 前回の試合での反省点をまとめておくこと
〇事後学修 今回の試合における、勝因・敗因を分析しておくこと
第 １５回 各スポーツ種目のまとめ
〇事前学修 各スポーツ種目のルールや戦術をまとめておくこと
〇事後学修 各スポーツ種目のルールや戦術をレポートにして提出すること

【テキスト】
なし
【参考書・参考資料等】
当日資料配布
【成績評価の方法等】
総合的に評価する
・レポート（20％）、積極的な授業への取り組み（80％）
【履修要件等】
スポーツの得意・不得意は関係なく、楽しくスポーツを行いたい学生
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評価が「合」

BG19-201050-B
区

分

教養教育科目－人文科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 前期

担当教員

橋元 純也

アジアの思想と文化

授業形態

Asian thought and culture

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
①アジア社会における伝統的な概念・事項・事象をまなびながら、②人文・社会科学分野の基礎学力のひとつとし
て、アジアの思想・文化研究の立場から現代文化・世界文化の多面性を理解する視点や方法を獲得するとともに、③
現代社会・国際社会に対応・貢献するための人間力の基礎として、幅ひろい知識や教養をともなうコミュニケーショ
ン能力を身につける契機とする。
【授業の到達目標】
アジアの思想・文化に関する概念・事項・事象、およびアジアの思想・文化研究の視点・方法論・論点について、
授業内でとりあげた基礎的な知識にもとづき、正確で明快な解説文が書ける。
【授業の概要】
第1回で東洋文化論の視点や方法を概観したうえで、第2～4回で東洋文化における世界観、第5～7回で東洋文化にお
ける人間観をまなび、第8回の中間まとめにおいて、第1～7回でとりあげた事項の解説文の作成と提出をおこなう。第
9～11回で東洋文化における宗教論、第12～14回で東洋文化における政治論をまなび、第15回の期末まとめにおいて、
第9～14回でとりあげた事項の解説文の作成と提出をおこなう。
【授業計画と準備学修】
第 １回 講義概要ガイダンス／東洋文化論の視座／東西比較文化論
〇事前学修 シラバスを読んで授業の目的・概要などを理解し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№1 の内容を整理・理解する。
第 ２回 世界観① 天・道・気
〇事前学修 中国古代思想における天・道・気について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№2 の内容を整理・理解する。
第 ３回 世界観② 無為・自然
〇事前学修 中国古代思想における無為・自然について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№3 の内容を整理・理解する。
第 ４回 世界観③ 宇宙論
〇事前学修 須弥山説・渾天説・蓋天説について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№4 の内容を整理・理解する。
第 ５回 人間観① 天性・天命
〇事前学修 性善説・性悪説について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№5 の内容を整理・理解する。
第 ６回 人間観② 仁義・忠孝
〇事前学修 仁義・忠孝について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№6 の内容を整理・理解する。
第 ７回 人間観③ 身体論
〇事前学修 導引・坐禅・静坐・経絡について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№7 の内容を整理・理解する。
第 ８回 中間まとめ／解説文作成・提出
〇事前学修 講義プリント№1～7 の内容を整理・理解する。
〇事後学修 東洋文化における世界観・人間観について整理する。
第 ９回 宗教論① 儒教宗教説
〇事前学修 儒教について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№9 の内容を整理・理解する。
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第 １０回 宗教論② 仏教・道教
〇事前学修 仏教・道教について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№10 の内容を整理・理解する。
第 １１回 宗教論③ 鬼神論
〇事前学修 中国古代思想における鬼・神について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№11 の内容を整理・理解する。
第 １２回 政治論① 革命・災異
〇事前学修 中国古代思想における革命・災異について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№12 の内容を整理・理解する。
第 １３回 政治論② 礼法・公私
〇事前学修 中国古代思想における礼・法・俠・公・私について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№13 の内容を整理・理解する。
第 １４回 政治論③ 兵法論
〇事前学修 中国古代思想における兵法論について調査し、質問を用意する。
〇事後学修 講義プリント№14 の内容を整理・理解する。
第 １５回 期末まとめ／解説文作成・提出
〇事前学修 講義プリント№9～14 の内容を整理・理解する。
〇事後学修 東洋文化における宗教論・政治論について整理する。

【テキスト】
指定教科書なし。毎回、担当者が講義プリントを作成し、テキストとして配付する。
【参考書・参考資料等】
講義中に必要に応じて示す。
【成績評価の方法等】
提出物の状況・内容（100％）により評価する。
※第08回の中間まとめ時に作成・提出する解説文（50％）
※第15回の期末まとめ時に作成・提出する解説文（50％）
【履修要件等】
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評価が「合」

BG19-201060-D
区

分

教養教育科目－人文科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

平瀬 洋子

英米の文学と歴史

授業形態

English / American Literature and History

単独

3 年次 後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
英米文学の作品を精読することで、英米の歴史を再認識し、また、各時代の社会背景、文化、および人々の生活や
物事に対する考え方などを学修する。
【授業の到達目標】
英米文学の著名な作家の作品を通して、その時代背景が、理解できるようになること。
【授業の概要】
大学生としての教養と英語の読解力を高めるため、英米文学の優れた作品を通して、作品に描かれている時代背景
を学修する
【授業計画と準備学修】
第 １回 授業の進め方の説明とグループ分けについて
〇事前学修 シラバスを読み、授業内容を理解しておく。
〇事後学修 プリント教材の内容を復習する。
第 ２回 アメリカ文学における歴史的な背景について
〇事前学修 配布済みのプリントで歴史的な重要歴史事項を確認しておく。
〇事後学修 授業中の説明が十分理解できているか復習する。
第 ３回 アメリカ文学の著名な作家（Ralph Waldo Emerson, Mark Twain, Ernest Hemingway, F. Scott
Fitzgerald など）と彼らの代表的な作品を紹介する
〇事前学修 各作家の活躍した時代と代表作を確認しておく。
〇事後学修 授業中説明された内容について復習する。
第 ４回 Ernest Hemingway の短編小説「雨の中の猫」（Cat in the Rain）の紹介と作品の時代背景につい
て
〇事前学修 Ernest Hemingway について調べておく。
〇事後学修 授業で読んだ英文の内容を復習する。
第 ５回 Cat in the Rain を精読する
〇事前学修 授業で進むページまで語彙を調べて、英文和訳をしておく。
〇事後学修 授業で読んだ英文の内容を復習する。
第 ６回 Cat in the Rain を精読する
〇事前学修 授業で進むページまで語彙を調べて、英文和訳をしておく。
〇事後学修 授業で読んだ英文の内容を復習する。
第 ７回 １．作品に登場する「猫」は「主人公の女性」にとってどんな意味があるの
か、まず受講生全員でディスカッションをする
２．その後、グループに分かれて他の質問項目についてディスカッション
して、代表者がそのグループの意見をまとめて発表する
〇事前学修 作品を最初から最後まで再度読んでおく。
〇事後学修 課題のレポートを書く準備をする。
第 ８回 イギリス文学における歴史的な背景について
〇事前学修 配布済みのプリントで歴史的な重要歴史事項を確認しておく
〇事後学修 授業での説明が十分理解できているか復習する。
第 ９回 イギリス文学の著名な作家（William Shakespeare, John Keats, T.S. Eliot, Katherine
Mansfield など）と彼らの代表的な作品を紹介する
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〇事前学修 各作家の活躍した時代と代表的な作品を確認しておく。
〇事後学修 プリントの内容を復習する。
第 １０回 Katherine Mansfield の短編小説「カナリア」The Canary の紹介と作品の時代背景について
〇事前学修 Katherine Mansfield について調べておく。
〇事後学修 授業で読んだ英文の内容を復習する。
第 １１回 The Canary を精読する
〇事前学修 授業で進むページまで語彙を調べて、英文和訳をしておく。
〇事後学修 授業で読んだ内容を復習する。
第 １２回 The Canary を精読する
〇事前学修 授業で進むページまで語彙を調べて、英文和訳をしておく。
〇事後学修 授業で読んだ内容を復習する。
第 １３回 The Canary を精読する
〇事前学修 授業で進むページまで語彙を調べて、英文和訳をしておく。
〇事後学修 授業で読んだ内容を復習する。
第 １４回 １．The Canary について受講生全員で、テーマについてディスカッションをする
２．グループで与えられた質問項目についてディスカッションをして、代表者
がグループの意見をまとめて発表する。
〇事前学修 作品を再読し、疑問点をノートに書き出しておく。
〇事後学修 課題のレポートを書く準備をする。
第 １５回 英米文学と歴史についてのまとめ
〇事前学修 この授業で学修した内容をノートにまとめる。
〇事後学修 期末試験の準備をする。
期末試験
【テキスト】
プリント教材
【参考書・参考資料等】
必要に応じて、授業で紹介する。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
課題(レポートを含む)（30% ）、積極的な授業への取り組み（20%）、期末試験（50%）で
総合的に評価する。
【履修要件等】
英文を精読するので、基本的な文法項目を理解していること。
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BG19-202010-A
区

分

教養教育科目－社会科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

橋本 淳也

心理学Ⅰ

授業形態

PsychologyⅠ

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
ヒトの心理や行動の基礎となる原理を学び，心理学が解明しようとする心について理解する。
【授業の到達目標】
ヒトの心理や行動の基礎となる原理について理解し、心理学がどのような学問かを知る。
【授業の概要】
ヒトは，自分を取り囲む環境から様々な情報を取り入れ，それを基に思考・行動し，知識・経験を積み上げること
で適応する。本講義は知覚・学習・記憶・性格といった側面から行動と環境との関わりについて理解し，「心」の学
問を概観する。毎回の授業において，小グループに分かれてのディスカッションを5分程度行うことがある。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション，心理学とは
〇事前学修 シラバスを読んで授業の目的・概要などを理解し、質問を用意する。
〇事後学修 授業の進め方について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ２回 心と体のつながり
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 心と体のつながりについて配布資料の内容を整理・理解する。
第 ３回 感覚と心理
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 感覚について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ４回 知覚と心理
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 知覚について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ５回 言語・文字と心理
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 言語・文字について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ６回 確認テスト，学習の基本原理Ⅰ
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 学習心理学について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ７回 学習の基本原理Ⅱ
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 学習心理学について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ８回 記憶と心理Ⅰ
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 記憶について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ９回 記憶と心理Ⅱ
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 記憶について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １０回 確認テスト，記憶の変容
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 記憶について配布資料の内容を整理・理解する。
65

第 １１回 動機づけ・情動と心理学
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 動機づけ・情動について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １２回 パーソナリティと心理
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 パーソナリティについて配布資料の内容を整理・理解する。
第 １３回 心に表れるさまざまな症状
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 臨床心理学について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １４回 色彩と心理
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 色彩について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １５回 確認テスト，まとめ
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 これまでの授業内容について配布資料の内容を整理・理解する。
期末試験
【テキスト】
講義ごとに配布資料を用意する。
【参考書・参考資料等】
適宜指示する。
【成績評価の方法等】
期末試験（100％）によって評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
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BG19-202020-A
区

分

教養教育科目－社会科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

橋本 淳也

心理学Ⅱ

授業形態

PsychologyⅡ

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
ヒトの心理の発達や対人行動の基礎となる原理を学び、自分と他者を理解する導入とする。
【授業の到達目標】
ヒトの心理の発達や対人行動の基礎となる原理について理解する。
【授業の概要】
ヒトは，自分を取り囲む環境から様々な情報を取り入れ，それを基に思考・行動し，知識・経験を積み上げること
で適応する。本講義は知覚・学習・記憶・性格といった側面から行動と環境との関わりについて理解し，「心」の学
問を概観する。毎回の授業において，小グループに分かれてのディスカッションを5分程度行うことがある。
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション，心理学とは
〇事前学修 シラバスを読んで授業の目的・概要などを理解し、質問を用意する。
〇事後学修 授業の進め方について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ２回 発達と心理Ⅰ：乳幼児期の発達
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 乳幼児期の発達について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ３回 発達と心理Ⅱ：児童期の発達
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 児童期の発達について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ４回 発達と心理Ⅲ：青年期の発達
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 青年期の発達について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ５回 発達と心理Ⅳ：非定型発達
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 非定型発達について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ６回 確認テスト，非定型発達を理解する
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 非定型発達について配布資料の内容を整理・理解すること。
第 ７回 非定型発達を理解する
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 非定型発達について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ８回 社会と心理Ⅰ：対人的影響
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 対人的影響について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ９回 社会と心理Ⅱ：集団
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 集団について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １０回 社会と心理Ⅲ：対人認知
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 対人認知について配布資料の内容を整理・理解する。
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第 １１回 社会と心理Ⅳ：原因帰属
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 原因帰属について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １２回 確認テスト，服従の実例
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 服従について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １３回 服従の実例
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 服従について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １４回 犯罪と心理
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 犯罪心理学について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １５回 確認テスト，まとめ
〇事前学修 授業範囲を予習し，専門用語の意味を理解する。
〇事後学修 これまでの授業内容について配布資料の内容を整理・理解する。
期末試験
【テキスト】
講義ごとに配布資料を用意する。
【参考書・参考資料等】
適宜指示する。
【成績評価の方法等】
期末試験（100％）によって評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
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BG19-202030-B
区

分

教養教育科目－社会科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

西手 満昭

経済学Ⅰ

授業形態

EconomicsⅠ

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
本講義では、ミクロの視点に基づいた経済理論を通じて、実際の経済問題（消費者行動や企業の目的、市場機構な
ど）を考察し把握するとともに、ミクロ経済学の基礎を修得する。
【授業の到達目標】
ミクロ経済学の考え方を身につけ、経済に関連したニュースやトピックスを含めた様々な経済現象を理解できるよ
うにすることを目標に据える。
【授業の概要】
ミクロ経済学の基礎的概念（経済学を学ぶ上で必要な用語・考え方など）や、家計・企業の行動、需供均衡、市場
のしくみなどの基礎的理論についての解説を中心に講義を進める（図や簡単な数式を用いた経済現象の解説を含む）
。
【授業計画と準備学修】
第 １回 講義概要について
〇事前学修 シラバスを読んで授業の目的・概要などを理解し、質問を用意する。
〇事後学修 これから本講義で学ぶことについて配布資料の内容を整理・理解する。
第 ２回 経済学，ミクロ経済学とは
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 ミクロ経済学の基礎的概念と用語について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ３回 家計の行動① ～最適消費計画～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 消費者の最適消費計画について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ４回 家計の行動② ～価格効果～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 価格効果について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ５回 企業の行動① ～利潤最大化計画～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 企業の利潤最大化計画について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ６回 企業の行動② ～供給曲線の導出～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 企業行動の集約概念である供給曲線について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ７回 完全競争市場① ～需給ギャップの調整過程～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 市場の均衡・不均衡について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ８回 完全競争市場② ～余剰分析・パレート効率性～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 市場メカニズムとパレート最適について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ９回 不完全競争① ～独占～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 不完全競争市場の独占について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １０回 不完全競争② ～複占・寡占～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 不完全競争市場の複占・寡占について配布資料の内容を整理・理解する。
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第 １１回 不完全競争③ ～ゲーム理論・参入阻止過程～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 不完全競争市場のゲーム理論等について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １２回 市場の失敗① ～公共財・外部経済～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 公共財や外部経済による市場の失敗について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １３回 市場の失敗② ～情報の非対称性・所得分配など～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 情報の非対称性による市場の失敗等について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １４回 国際貿易 ～自由貿易と保護貿易・国際分業と比較優位～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 国際ミクロ経済学について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １５回 講義のまとめ
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 これまでの講義内容全般について配布資料の内容を整理・理解する。
期末試験
【テキスト】
使用しません。ただし、講義の際に使用するパワーポイントのスライドを各講義回のはじめに配布します。また、
この配布資料は事前に以下のURLのWebページにて公開しますので、各自でアクセスして予習しておいてください。
( http://hopespringseternal.web.fc2.com/HKGU-micro.html ）
【参考書・参考資料等】
N.グレゴリー マンキュー『マンキュー入門経済学（第2版）』足立英之訳、2014 年、東洋経済新報社。
その他は、講義の進捗状況に応じて適宜紹介します。
【成績評価の方法等】
期末試験（70%）、小テスト（10%）、授業への取り組み（20%）で評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BG19-202040-B
区

分

教養教育科目－社会科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

西手 満昭

経済学Ⅱ

授業形態

EconomicsⅡ

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
本講義では、マクロの視点に基づいた経済理論を通じて、実際の経済問題（景気動向、失業問題、アベノミクスな
ど）を考察し把握するとともに、マクロ経済学の基礎を修得する。
【授業の到達目標】
マクロ経済学の考え方を身につけ、経済に関連したニュースやトピックスを含めた様々な経済現象を理解できるよ
うにすることを目標に据える。
【授業の概要】
マクロ経済学の基礎的概念（経済学を学ぶ上で必要な用語・考え方など）や、GDP、国民所得の決定、投資、財政・
金融政策、IS－LM分析、雇用の決定、国際マクロ経済学などの基礎的理論についての解説を中心に講義を進めていく
（図や簡単な数式を用いた経済現象の解説を含む）。
【授業計画と準備学修】
第 １回 講義概要について
〇事前学修 シラバスを読んで授業の目的・概要などを理解し、質問を用意する。
〇事後学修 これから本講義で学ぶことについて配布資料の内容を整理・理解する。
第 ２回 マクロ経済学の基礎的概念の把握①
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 マクロ経済学の基礎的概念と用語について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ３回 マクロ経済学の基礎的概念の把握②
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 マクロ経済学の基礎的概念と用語について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ４回 国民所得の決定① ～45 度線分析・乗数プロセス～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 45 度線分析による国民所得の決定について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ５回 国民所得の決定② ～インフレギャップとデフレギャップ・総需要管理政策～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 総需要管理政策について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ６回 投資需要の決定 ～利子率と債券価格・投資関数～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 投資理論について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ７回 貨幣の需要と供給① ～中央銀行の役割・信用創造～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 貨幣の供給主体である中央銀行について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ８回 貨幣の需要と供給② ～金融政策～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 金融政策について配布資料の内容を整理・理解する。
第 ９回 IS-LM 分析① ～IS 曲線と LM 曲線～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 貨幣市場の均等と IS 曲線、LM 曲線について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １０回 IS-LM 分析② ～政策効果の IS-LM 分析～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 IS-LM 分析について配布資料の内容を整理・理解する。
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第 １１回 IS-LM 分析③ ～マネタリズム～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 新古典派経済学とマネタリズムについて配布資料の内容を整理・理解する。
第 １２回 雇用の決定① ～労働市場～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 労働市場の均衡について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １３回 雇用の決定② ～AD-AS 分析・フィリップス曲線～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 AD－AS 分析について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １４回 国際マクロ経済学① ～国際収支統計・為替レート～
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 為替レートの決定について配布資料の内容を整理・理解する。
第 １５回 国際マクロ経済学② ～開放経済下における政策効果～ ／ 講義のまとめ
〇事前学修 Web ページにアクセスし該当する講義内容を確認・予習し、質問を用意する。
〇事後学修 開放経済下における政策の効果について配布資料の内容を整理・理解する。
期末試験
【テキスト】
使用しません。ただし、講義の際に使用するパワーポイントのスライドを各講義回のはじめに配布します。また、
この配布資料は事前に以下のURLのWebページにて公開しますので、各自でアクセスして予習しておいてください。
( http://hopespringseternal.web.fc2.com/HKGU-macro.html ）
【参考書・参考資料等】
N.グレゴリー マンキュー『マンキュー入門経済学（第2版）』足立英之訳、2014 年、東洋経済新報社。
その他は、講義の進捗状況に応じて適宜紹介します。
【成績評価の方法等】

評価が「合」

【履修要件等】
期末試験（70%）、小テスト（10%）、授業への取り組み（20%）で評価する。
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BG19-202050-B
区

分

教養教育科目－社会科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

井上 幸希

日本国憲法

授業形態

The Japanese Constitution

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
「憲法とは何か」「日本国憲法はいかなる基本原理の下にあるのか」を学び、それが具体的に実社会や我々の生活
にどう関連しているかを、裁判例や学説等を基に考えることによって憲法への理解を深める。
【授業の到達目標】
日本国憲法が保障する基本的人権についての理解を深め、社会の一員としての人権感覚を身につけること。
【授業の概要】
国民主権、平和主義と共に、立法・行政・司法等の仕組み（統治機構）と基本的人権の保障について、日本国憲法
の全体像が理解できるよう、下記の計画に沿って授業を進める。また、授業の進み具合に応じて復習問題を授業中に
解いてもらう予定である。
【授業計画と準備学修】
第 １回 法とは何か、憲法とは何か
〇事前学修 シラバスを読んで授業の目的・概要などを理解し、質問を用意する。
〇事後学修 授業中に配布した資料の内容を復習する。
第 ２回 憲法の歴史的発展過程（立憲主義について）
〇事前学修 教科書の第１講を事前に読む。
〇事後学修 授業中に配布した資料及び板書した内容を復習する。
第 ３回 明治憲法と日本国憲法（明治憲法の特徴、日本国憲法の成立過程、他）
〇事前学修 教科書の第 2 講を事前に読む。
〇事後学修 授業中に配布した資料及び板書した内容を復習する。
第 ４回 権力分立制の具体的内容（国会、内閣、裁判所の役割について）
〇事前学修 前回の授業で配布した資料を事前に予習する。
〇事後学修 授業中に配布した資料及び板書した内容を復習する。
第 ５回 司法審査制について
〇事前学修 前回の授業で配布した資料を事前に予習する。
〇事後学修 授業中に配布した資料及び板書した内容を復習する。
第 ６回 基本的人権の制約（基本的人権とは何か、基本的人権の限界、他）
〇事前学修 教科書の第 3 講及び 15 講を事前に読む。
〇事後学修 授業中に配布した資料及び板書した内容を復習する。
第 ７回 法の下の平等（平等の意味）
〇事前学修 教科書の第 5 講及び 11 講を事前に読む。
〇事後学修 授業中に配布した資料及び板書した内容を復習する。
第 ８回 平等原則をめぐる重要判例（尊属殺重罰規定違憲判決、他）
〇事前学修 教科書の第 5 講を事前に読む。
〇事後学修 授業中に配布した資料及び板書した内容を復習する。
第 ９回 思想・良心の自由
〇事前学修 教科書の第 7 講を事前に読む。
〇事後学修 授業中に配布した資料及び板書した内容を復習する。
第 １０回 信教の自由（政教分離原則、信教の自由をめぐる重要判例）
〇事前学修 教科書の第 7 講を事前に読む。
〇事後学修 授業中に配布した資料及び板書した内容を復習する。
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第 １１回 表現の自由（表現の自由の価値、検閲禁止の原則、表現の自由をめぐる重要判例）
〇事前学修 教科書の第 7 講を事前に読む。
〇事後学修 授業中に配布した資料及び板書した内容を復習する。
第 １２回 幸福追求権（プライバシーの権利、自己決定権）
〇事前学修 教科書の第 6 講を事前に読む。
〇事後学修 授業中に配布した資料及び板書した内容を復習する。
第 １３回 プライバシーの権利及び自己決定権をめぐる重要判例
〇事前学修 教科書の第 6 講を事前に読む。
〇事後学修 授業中に配布した資料及び板書した内容を復習する。
第 １４回 生存権
〇事前学修 教科書の第 8 講を事前に読む。
〇事後学修 授業中に配布した資料及び板書した内容を復習する。
第 １５回 平和主義（ 9 条の解釈、戦争の放棄、戦力の不保持等）
〇事前学修 前回の授業で配布した資料を事前に予習する。
〇事後学修 授業中に配布した資料及び板書した内容を復習する。

【テキスト】
補足説明用に適宜プリントを配布する。
【参考書・参考資料等】
横藤田誠・中坂恵美子『人権入門』（法律文化社、2017年）
【成績評価の方法等】
評価が「合」
レポート提出80%、学修への姿勢20%で評価します（期末試験は行いません）。なお、学修
への意欲が良好な場合は積極的に評価しますが、学修への姿勢が不良な場合は、減点対象と
なります。
【履修要件等】
集中講義の場合、連続3日間授業に出席できる学生に限る。
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区

分

教養教育科目－社会科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

小林 裕一郎

法律学

授業形態

Law

単独

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
法学部ではないので、ほとんどの学生は実務法曹になるためにこの授業を受けるわけではない。そのため授業では
教養としての法の理解を目指す。法とは何かを知り、私たちの身近なところで起きている出来事を法との関係で理解
し、今後の社会生活をより豊かなものにすることがこの授業の目標である。
【授業の到達目標】
社会規範と法との関係を知り、法の社会的な役割を理解する。その上で、法の仕組みを学び、社会的な出来事を法
的な視点で説明できるようになる。
【授業の概要】
この授業ではいきなり難しい条文の解釈を行うのではなく、まず法とは何かを理解するところから始める。法律が
できる仕組みや、社会規範と法との関係、法の変化と歴史的な背景などを、資料などを用いて説明していく。次に身
近な出来事を法的な観点から解説し、私たちの生活にどのように法がかかわっているのかを見ていく。
基本的にはテーマごとに重要な視点をパワー・ポイントで解説していく。毎回、最初に空欄のあるプリントを配布
し授業中にその空欄を埋めてもらい、授業終了後に提出してもらう。
【授業計画と準備学修】
第 １回 法律学とはどのような学問か（ガイダンス）
〇事前学修 シラバスを読んで授業の概要を理解する。
〇事後学修 配布プリントの内容を整理し、法律学とはどのような学問か理解する。
第 ２回 社会規範と法
〇事前学修 図書館等で社会規範という用語を調べる。
〇事後学修 配布プリントの内容を整理し、社会規範と法との関係を理解する。
第 ３回 法の仕組み
〇事前学修 新聞を読み、どのような法律が登場するか調べる。
〇事後学修 配布プリントの内容を整理し、法の仕組みを理解する。
第 ４回 法の歴史
〇事前学修 歴史上、どのような法が存在したのか調べる。
〇事後学修 配布プリントの内容を整理し、法の変遷を理解する。
第 ５回 憲法
〇事前学修 図書館等で憲法という用語を調べる。
〇事後学修 配布プリントの内容を整理し、憲法と法律との関係を理解する。
第 ６回 刑法
〇事前学修 図書館等で刑法という用語を調べる。
〇事後学修 配布プリントの内容を整理し、刑法とはどのような法律なのか理解する。
第 ７回 民法
〇事前学修 図書館等で民法という用語を調べる。
〇事後学修 配布プリントの内容を整理し、民法とはどのような法律なのかを理解する。
第 ８回 商法
〇事前学修 図書館等で商法という用語を調べる。
〇事後学修 配布プリントの内容を整理し、商法とはどのような法律なのかを理解する。
第 ９回 行政と法（1）―行政機関と法―
〇事前学修 図書館等でどのような行政法があるのかを調べる。
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〇事後学修 配布プリントの内容を整理し、行政法という法分野の役割を理解する。
第 １０回 行政と法（2）―福祉国家理念と行政活動―
〇事前学修 図書館等で福祉国家という用語を調べる。
〇事後学修 配布プリントの内容を整理し、行政活動の法との関係を理解する。
第 １１回 教育と法（1）―教育基本法―
〇事前学修 教育の目的とは何かを考える。
〇事後学修 配布プリントの内容を整理し、教育の目的を理解する。
第 １２回 教育と法（2）―学校教育法―
〇事前学修 日本にはどのような学校があるのかを調べる。
〇事後学修 配布プリントの内容を整理し、各種学校の目的を理解する。
第 １３回 社会福祉と法（1）―児童福祉法―
〇事前学修 子どもにはどのような権利が必要か考える。
〇事後学修 配布プリントの内容を整理し、子どもの権利と法との関係を理解する。
第 １４回 社会福祉と法（2）―老人福祉法―
〇事前学修 高齢者が生きやすい社会とはどのような社会か考える。
〇事後学修 配布プリントの内容を整理し、高齢者の権利と法との関係を理解する。
第 １５回 社会と法（まとめ）
〇事前学修 配布プリントを読み返し、社会と法との関係を考える。
〇事後学修 授業全体を振り返り、法の役割を理解する。
期末試験
【テキスト】
使用しない。毎回プリントを配布する
【参考書・参考資料等】
『法学入門』（早川吉尚，有斐閣，2016）
『ライフステージと法【第7版】』（副田隆重・浜村彰・棚村政行・武田万里子，有斐閣，2017）
【成績評価の方法等】
期末試験(60%)、課題提出(20%)、授業へ参加の度合い(20%)で総合的に評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BG19-203010-A
区

分

教養教育科目－自然科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

大塚 厚二、辻栄 周平

基礎数学

授業形態

Basic Calculus

単独, クラス
分け

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
数学的技能、数学的思考は高度な学問を学ぶために必要であるだけでなく、数学のもつ汎用性の高さから社会にお
いても重視されている能力である。この講義では、数学の基礎事項について学習し、数学的技能・知識が要求される
専門科目のための準備を行う。
【授業の到達目標】
・変数を含む式の計算法について理解し、確実に計算できるようになる。
・関数とグラフの関係を理解し、１次関数と２次関数のグラフの概形を描けるようになる。
・指数関数および対数関数に関して、定義・定理を理解し、計算できるようになる。
・三角関数の定義および三角比との関係を理解し、種々の定理を適用できるようになる。
【授業の概要】
式の変形について習熟し、数学の基本的な道具である方程式について学ぶ。その後、関数のグラフについて学び、
交点の座標などの幾何学的な情報が、連立方程式の解で与えられることをみる。また、指数関数、対数関数、三角関
数を導入し、その基本性質について学ぶ。
毎回の講義で適宜演習を行い、きちんと理解できているかを確認する。また、小テストを合計３回行い、知識の定
着を図る。分からなかった問題は必ず復習して解けるようにしておくこと。
【授業計画と準備学修】
第 １回 多項式・有理式の計算
〇事前学修 入学前教育の教材を活用し、基礎的な計算に習熟しておくこと。
〇事後学修 講義で学んだ文字式の扱いや代入操作に関して復習をすること。
第 ２回 多項式の展開と因数分解
〇事前学修 展開や因数分解に関して予習をしておくこと。
〇事後学修 展開や因数分解の問題を解いて復習すること。
第 ３回 １次方程式、２次方程式の解法
〇事前学修 方程式について予習をしておくこと。
〇事後学修 方程式の解き方についてまとめておくこと。
第 ４回 根号や絶対値を含む式の計算
〇事前学修 根号と絶対値について予習しておくこと。
〇事後学修 関連する問題を解き、よく訓練しておくこと。
第 ５回 小テストと解説
〇事前学修 これまでの内容をまとめ、小テストに備えておくこと。
〇事後学修 解けなかった問題を復習し、必ず解けるようになること。
第 ６回 １次関数のグラフ
〇事前学修 関数のグラフに関して予習しておくこと。
〇事後学修 グラフの見方についてよく復習しておくこと。
第 ７回 ２次関数のグラフ
〇事前学修 ２次関数および放物線に関して予習しておくこと。
〇事後学修 ２次関数の標準形の求め方について復習すること。
第 ８回 指数関数
〇事前学修 累乗を含む計算について確認しておくこと。
〇事後学修 指数関数の基本的な性質についてまとめ、計算練習をしておくこと。
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第 ９回 対数関数
〇事前学修 対数とその利用法について予習しておくこと。
〇事後学修 対数法則などの重要な性質についてまとめ、計算練習をしておくこと。
第 １０回 小テストと解説
〇事前学修 これまでの内容をまとめ、小テストに備えておくこと。
〇事後学修 解けなかった問題を復習し、必ず解けるようになること。
第 １１回 三角関数
〇事前学修 座標の読み取り方について復習しておくこと。
〇事後学修 三角関数のよく使われる代表的な値について、きちんと覚えておくこと。
第 １２回 三角比、正弦定理
〇事前学修 直角三角形の辺の長さの比について確認しておくこと。
〇事後学修 三角関数と三角形の関係について理解しておくこと。
第 １３回 三角形の面積、余弦定理
〇事前学修 三角形の面積の求め方について確認しておくこと。
〇事後学修 計算練習を行い、三角形の面積の計算と余弦定理の用い方の復習をしておくこと。
第 １４回 加法定理
〇事前学修 三角関数の加法定理について予習しておくこと。
〇事後学修 加法定理を用いる例題を解き、理解を深めておくこと。
第 １５回 小テストと解説
〇事前学修 これまでの内容をまとめ、小テストに備えておくこと。
〇事後学修 解けなかった問題を復習し、必ず解けるようになること。
期末試験
【テキスト】
当日資料を配布する。
【参考書・参考資料等】
配布資料はウェブ上でも閲覧できるようにしておくので参考にすること。
【成績評価の方法等】
小テストの成績と復習への取り組みを全体の50%として評価する。
期末試験の成績を全体の50%として評価する。
【履修要件等】
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評価が「合」

BG19-203020-A
区

分

教養教育科目－自然科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期または後期

担当教員

辻栄 周平、久保 隆

線形代数Ⅰ

授業形態

Linear Algebra Ⅰ

単独, クラス
分け

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
線形代数は、力学、電磁気学、回路理論などにおける基本的な道具である。また、コンピューターグラフィックス
の描画や、ゲームのプログラミングにおいても必須の知識である。この講義では主として幾何学的に直感のきく２次
元と３次元の場合について扱う。ベクトル・行列の基本演算と、および１次変換と行列の関係について理解すること
が目的である。
【授業の到達目標】
・ベクトルの基本的な演算に習熟する。
・ベクトルを使った図形の表現ができるようにし、ベクトル方程式と図形との対応が理解できるようになる。
・行列の基本的な演算に習熟する。
・１次変換と行列の関係を理解し、様々な１次変換の計算を、行列を用いてできるようになる。
【授業の概要】
まず、ベクトルの幾何学的な意味と基本的な演算に習熟する。その後、行列を導入し、１次変換との関係について
学ぶ。毎回の講義で適宜演習を行い、理解度を確認する。また、課題提出２回と中間試験を行い、知識の定着を図る
。分からなかった問題は必ず復習して解けるようにしておくこと。
【授業計画と準備学修】
第 １回 平面ベクトル
〇事前学修 入学前教育の教材を活用し、基礎的な計算に習熟しておくこと。
〇事後学修 ベクトルの幾何学的な意味と種々の演算に関して復習をすること。
第 ２回 空間ベクトル
〇事前学修 ３次元空における座標の使用に関して復習しておくこと。
〇事後学修 ３次元空間においても幾何学的にベクトルをイメージできるようになっておくこと。
第 ３回 ベクトルの内積と外積
〇事前学修 ベクトルの基本的な性質の復習、および内積・外積に関して予習しておくこと。
〇事後学修 内積と直交性の関係、外積の幾何学的な意味について復習すること。
第 ４回 平面内の図形とベクトル
〇事前学修 平面内の直線の方程式に関して復習しておくこと。
〇事後学修 直線などの基本的な図形のベクトルを用いた表示について復習すること。
第 ５回 空間内の図形とベクトル
〇事前学修 ３次元空間における直線や平面に関してイメージできるようになっておくこと。
〇事後学修 平面などの基本的な図形のベクトルを用いた表示について復習すること。
第 ６回 提出課題の解説と演習
〇事前学修 これまでの内容を復習し、期日までに課題を提出しておくこと。
〇事後学修 分からなかった問題は必ず解けるように復習しておくこと。
第 ７回 前半のまとめと中間試験
〇事前学修 課題と演習の内容をよく復習しておくこと。
〇事後学修 解けなかった問題を確認し、必ず復習しておくこと。
第 ８回 複素数と複素平面
〇事前学修 ２次元のベクトルの種々の性質に関して復習をしておくこと。
〇事後学修 複素数の演算、およびその幾何学的な意味についてよく理解しておくこと。
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第 ９回 行列
〇事前学修 行列の基礎知識に関して予習しておくこと。
〇事後学修 行列の和・スカラー倍の計算問題を解き、復習しておくこと。
第 １０回 行列の積
〇事前学修 行列の積について予習しておくこと。
〇事後学修 和、スカラー倍、積を交えた計算にも対応できるように復習しておくこと。
第 １１回 正則行列、逆行列
〇事前学修 正則行列と逆行列に関して予習しておくこと。
〇事後学修 ２次正則行列の逆行列を計算できるようになっておくこと。
第 １２回 １次変換と行列
〇事前学修 １次変換について予習しておくこと。
〇事後学修 １次変換を行列で表せるようになっておくこと。
第 １３回 合成変換、逆変換
〇事前学修 変換の合成に関して予習しておくこと。
〇事後学修 合成変換、逆変換の行列との対応についてよく理解しておくこと。
第 １４回 いろいろな１次変換
〇事前学修 どのような変換が１次変換なのか確認をしておくこと。
〇事後学修 対称変換や回転などの１次変換を、行列を用いて表せるようになっておくこと。
第 １５回 提出課題の解説と演習
〇事前学修 これまでの内容を復習し、期日までに課題を提出しておくこと。
〇事後学修 分からなかった問題は必ず解けるように復習しておくこと。
期末試験
【テキスト】
演習で学ぶ線形代数（丸本 嘉彦・張替 俊夫・田村 誠・宮嵜 和美、共立出版）
【参考書・参考資料等】
適宜資料を配布する。ウェブ上でも閲覧できるようにしておくので参考にすること。
【成績評価の方法等】
課題の提出とその復習を全体の40%として評価する。
中間試験の成績を全体の30%として評価する。
期末試験の成績を全体の30%として評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
基本的な計算法に関して習熟しておくことが望ましい。
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BG19-203030-B
区

分

教養教育科目－自然科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

辻栄 周平

線形代数Ⅱ

授業形態

Linear Algebra Ⅱ

単独, クラス
分け

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
線形代数は、力学、電磁気学、回路理論などにおける基本的な道具である。また、コンピューターグラフィックス
の描画や、ゲームのプログラミングにおいても必須の知識である。この講義では、掃き出し法による計算と、行列の
対角化の修得が目的となる。
【授業の到達目標】
・掃き出し法のアルゴリズムを理解する。
・掃き出し法を用いて連立１次方程式を解くことができる。
・掃き出し法を用いて逆行列を求めることができる。
・行列式の代数的な性質と幾何学的な性質の対応を理解する。
・行列の固有値と固有ベクトルを求めることができる。
・行列の対角化を行うことができる。
【授業の概要】
講義の前半では、掃き出し法を用いた計算を学び、連立１次方程式の解や逆行列を効率的に計算できるようにする
。後半では行列式、および固有値・固有ベクトルを導入し、その性質について学ぶ。毎回の講義で適宜演習を行い、
理解度を確認する。また、課題提出２回と中間試験を行い、知識の定着を図る。分からなかった問題は必ず復習して
解けるようにしておくこと。
【授業計画と準備学修】
第 １回 行列の計算の復習
〇事前学修 線形代数Ⅰの内容の復習をしておくこと。
〇事後学修 行列の計算に慣れておくこと。
第 ２回 連立１次方程式の行列表現
〇事前学修 連立１次方程式に関して予習しておくこと。
〇事後学修 連立１次方程式と行列との対応について理解しておくこと。
第 ３回 掃き出し法による連立１次方程式の解法（一意解の場合）
〇事前学修 掃き出し法に関して予習しておくこと。
〇事後学修 今回の内容は本講義の基礎となるものである。しっかりと復習しておくこと。
第 ４回 掃き出し法による逆行列の計算
〇事前学修 掃き出し法の計算に慣れておくこと。
〇事後学修 行列の計算ができるようになっておくこと。検算する習慣を身に着けておくこと。
第 ５回 掃き出し法による連立１次方程式の解法（不定解の場合）
〇事前学修 前回に引き続き、掃き出し法を用いた計算を行うのでしっかりと練習しておくこと。
〇事後学修 一意解の場合とは最終的な行列の形が異なるので注意しつつ練習をしておくこと。
第 ６回 提出課題の解説と演習
〇事前学修 これまでの内容を復習し、期日までに課題を提出しておくこと。
〇事後学修 分からなかった問題は必ず解けるように復習しておくこと。
第 ７回 前半のまとめと中間試験
〇事前学修 課題と演習の内容をよく復習しておくこと。
〇事後学修 解けなかった問題を確認し、必ず復習しておくこと。
第 ８回 行列式の導入
〇事前学修 ２次正方行列の逆行列の公式について復習しておくこと。
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〇事後学修 ２次と３次の行列式の計算ができるように練習しておくこと。
第 ９回 行列式の性質と計算
〇事前学修 掃き出し法について復習しておくこと。
〇事後学修 行列式を掃き出し法による変形で計算できるようになること。
第 １０回 余因子と逆行列
〇事前学修 正則行列と逆行列の定義について確認しておくこと。
〇事後学修 余因子の計算に習熟しておくこと。
第 １１回 クラメルの公式
〇事前学修 連立１次方程式の行列表示について復習しておくこと。
〇事後学修 クラメルの公式を用いて連立１次方程式を解けるようになっておくこと。
第 １２回 １次独立性の判定
〇事前学修 行列式の計算に習熟しておくこと。
〇事後学修 行列式を用いてベクトルの１次独立性の判定をできるようになっておくこと。
第 １３回 固有値と固有ベクトル
〇事前学修 行列式の計算の練習をしておくこと。固有値と固有ベクトルの予習をしておくこと。
〇事後学修 今回の内容は本講義の集大成といえる。確実に身に着けておくこと。
第 １４回 行列の対角化
〇事前学修 固有値、固有ベクトルの計算に習熟しておくこと。
〇事後学修 対角化の計算ができるようになっておくこと。
第 １５回 提出課題の解説と演習
〇事前学修 これまでの内容を復習し、期日までに課題を提出しておくこと。
〇事後学修 分からなかった問題は必ず解けるように復習しておくこと。
期末試験
【テキスト】
演習で学ぶ線形代数（丸本 嘉彦・張替 俊夫・田村 誠・宮嵜 和美、共立出版）
【参考書・参考資料等】
適宜資料を配布する。ウェブ上でも閲覧できるようにしておくので参考にすること。
【成績評価の方法等】
課題の提出とその復習を全体の40%として評価する。
中間試験の成績を全体の30%として評価する。
期末試験の成績を全体の30%として評価する。
【履修要件等】
線形代数Ⅰを履修しておくことが望ましい。

評価が「合」

82

BG19-203040-A
区

分

教養教育科目－自然科目

担当教員

辻栄 周平、久保 隆

授業科目

微分・積分Ⅰ

授業形態

英

Calculus Ⅰ

単独, クラス
分け

訳

配当年次

1 年次 前期または後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
微分積分は工学における諸問題の解決の基礎となる。また、ゲームプログラミングなどにおいても物理的な挙動を
記述するには微分積分を理解していることが望ましい。この講義では１変数の微積分について扱う。微分および積分
の数学的な意味合いの理解と基本的な計算法の習熟が目的である。
【授業の到達目標】
・微分によって何が計算できるのかを理解する。
・微分の性質を駆使し、初等関数の微分ができるようになる。
・微分を用いて極値の計算ができるようになる。
・積分によって何が計算できるのかを理解する。
・積分の性質を用い、基本的な定積分の計算ができるようになる。
【授業の概要】
この講義では１変数の微分積分について学ぶ。講義の前半では微分を導入し、微分の計算法について学んでいく。
後半では積分を導入し、面積や回転体の体積などの計算をする。毎回の講義で適宜演習を行い、理解度を確認する。
また、課題提出２回と中間試験を行い、知識の定着を図る。分からなかった問題は必ず復習して解けるようにしてお
くこと。
【授業計画と準備学修】
第 １回 多項式の微分
〇事前学修 入学前教育の教材を活用し、基礎的な計算に習熟しておくこと。
〇事後学修 どんな多項式の微分でもできるように訓練しておくこと。
第 ２回 三角関数の性質と微分
〇事前学修 一般角と三角関数について予習し確認しておくこと。
〇事後学修 三角関数を含む式の微分をできるようになっておくこと。
第 ３回 指数関数、対数関数の性質と微分
〇事前学修 指数と対数に関して予習しておくこと。
〇事後学修 指数関数、対数関数を含む式の微分をできるようになっておくこと。
第 ４回 積の微分、商の微分
〇事前学修 積の微分公式と商の微分公式に関して予習をしておくこと。
〇事後学修 これらの微分公式をきちんと適用できるように練習しておくこと。
第 ５回 合成関数の微分
〇事前学修 合成関数について予習しておくこと。
〇事後学修 合成関数をきちんと関数の合成として表し、微分できるようになっておくこと。
第 ６回 初等関数の微分
〇事前学修 多項式、三角関数、指数関数、対数関数の微分について復習しておくこと。
〇事後学修 これらの関数の組み合わせで表される関数の微分ができるようになっておくこと。
第 ７回 提出課題の解説と演習
〇事前学修 これまでの内容を復習し、期日までに課題を提出しておくこと。
〇事後学修 分からなかった問題は必ず解けるように復習しておくこと。
第 ８回 前半のまとめと中間試験
〇事前学修 課題と演習の内容をよく復習しておくこと。
〇事後学修 解けなかった問題を確認し、必ず復習しておくこと。

83

第 ９回 増減表とグラフ
〇事前学修 微分に関して復習しておくこと。
〇事後学修 極値の計算ができるようになっておくこと。
第 １０回 原始関数の導入
〇事前学修 原始関数の定義を確認しておくこと。
〇事後学修 原始関数の計算の後は、微分して検算する習慣を身に着けておくこと。
第 １１回 定積分の導入
〇事前学修 定積分の意味について予習しておくこと。
〇事後学修 定積分の計算法を理解しておくこと。
第 １２回 置換積分
〇事前学修 置換積分の公式を予習しておくこと。
〇事後学修 置換積分を用いることができるようによく訓練しておくこと。
第 １３回 部分積分
〇事前学修 部分積分について予習しておくこと。
〇事後学修 部分積分の計算練習を行っておくこと。
第 １４回 面積と体積の計算
〇事前学修 定積分の計算の練習を行っておくこと。
〇事後学修 グラフで囲まれた領域の面積と回転体の体積の計算の仕方を理解しておくこと。
第 １５回 提出課題の解説と演習
〇事前学修 これまでの内容を復習し、期日までに課題を提出しておくこと。
〇事後学修 分からなかった問題は必ず解けるように復習しておくこと。
期末試験
【テキスト】
演習で学ぶ微分積分（丸本 嘉彦・張替 俊夫・田村 誠・宮嵜 和美、共立出版）
【参考書・参考資料等】
適宜資料を配布する。ウェブ上でも閲覧できるようにしておくので参考にすること。
【成績評価の方法等】
課題の提出とその復習を全体の40%として評価する。
中間試験の成績を全体の30%として評価する。
期末試験の成績を全体の30%として評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
三角関数、指数関数、対数関数の計算ができることが望ましい。
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BG19-203050-B
区

分

教養教育科目－自然科目

担当教員

辻栄 周平

授業科目

微分・積分Ⅱ

授業形態

英

Calculus Ⅱ

単独, クラス
分け

訳

配当年次

1 年次 後期

必選別

選択

単位数

2 単位

【授業の目的】
微分積分は工学における諸問題の解決の基礎となる。また、ゲームプログラミングなどにおいても物理的な挙動を
記述するには微分積分を理解していることが望ましい。この講義では主として２変数の微分積分について扱う。偏微
分と重積分の計算法を学ぶことがこの講義の目的である。
【授業の到達目標】
・偏導関数の計算ができるようになる。
・接平面の方程式が求められるようになる。
・２変数関数の極値が求められるようになる。
・累次積分、重積分の計算ができるようになる。
【授業の概要】
講義の前半では、偏微分を導入し、接平面の方程式や２変数関数の極値の計算を行う。後半では１変数の広義積分
と、２変数の積分について学ぶ。
【授業計画と準備学修】
第 １回 １変数の微分の復習
〇事前学修 微分積分Ⅰの内容の復習をしておくこと。
〇事後学修 １変数の微分の計算に習熟しておくこと。
第 ２回 偏微分の導入
〇事前学修 ２変数関数について予習しておくこと。
〇事後学修 偏微分の計算ができるようによく練習しておくこと。
第 ３回 いろいろな偏導関数の計算
〇事前学修 １変数の微分法と、前回学んだ偏微分について復習しておくこと。
〇事後学修 種々の微分公式を用いて、偏微分が計算できるようになっておくこと。
第 ４回 接平面
〇事前学修 １変数関数の接線の方程式の導出の復習をしておくこと。
〇事後学修 接平面の方程式が計算できるようになっておくこと。
第 ５回 第２次偏導関数
〇事前学修 偏微分について復習しておくこと。
〇事後学修 第２次偏導関数の計算ができるように練習しておくこと。
第 ６回 ２変数関数の極値
〇事前学修 第２次偏導関数に関して復習しておくこと。
〇事後学修 ２変数関数の極値が計算できるように演習問題を解いて訓練しておくこと。
第 ７回 提出課題の解説と演習
〇事前学修 これまでの内容を復習し、期日までに課題を提出しておくこと。
〇事後学修 分からなかった問題は必ず解けるように復習しておくこと。
第 ８回 前半のまとめと中間試験
〇事前学修 課題と演習の内容をよく復習しておくこと。
〇事後学修 解けなかった問題を確認し、必ず復習しておくこと。
第 ９回 １変数の積分の復習
〇事前学修 微分積分Ⅰの内容の復習をしておくこと。
〇事後学修 １変数の積分の計算に習熟しておくこと。
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第 １０回 広義積分
〇事前学修 関数の極限に関して予習しておくこと。
〇事後学修 典型的な広義積分の計算ができるようになっておくこと。
第 １１回 累次積分
〇事前学修 １変数の積分の計算と、２変数関数に関して復習しておくこと。
〇事後学修 累次積分の計算法をよく理解しておくこと。
第 １２回 重積分の導入
〇事前学修 累次積分の計算の復習をしておくこと。
〇事後学修 重積分の意味を理解し、長方形領域上の重積分を計算できるようになっておくこと。
第 １３回 縦線領域上の重積分
〇事前学修 重積分の意味を復習しておくこと。
〇事後学修 縦線領域上の重積分を累次積分を用いて計算できるようになっておくこと。
第 １４回 面積と体積の計算
〇事前学修 重積分の意味と計算法について復習しておくこと。
〇事後学修 積分を用いて図形の面積と体積を計算できるようになっておくこと。
第 １５回 提出課題の解説と演習
〇事前学修 これまでの内容を復習し、期日までに課題を提出しておくこと。
〇事後学修 分からなかった問題は必ず解けるように復習しておくこと。
期末試験
【テキスト】
演習で学ぶ微分積分（丸本 嘉彦・張替 俊夫・田村 誠・宮嵜 和美、共立出版）
【参考書・参考資料等】
適宜資料を配布する。ウェブ上でも閲覧できるようにしておくので参考にすること。
【成績評価の方法等】
課題の提出とその復習を全体の40%として評価する。
中間試験の成績を全体の30%として評価する。
期末試験の成績を全体の30%として評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
微分・積分Ⅰを履修しておくことが望ましい。
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BG19-203060-A
区

分

教養教育科目ー自然科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

久保 隆

基礎物理

授業形態

Elementary Physics

単独

必選別

選択

単位数

【授業の目的】
物体の変化を計算で予測する手法について理解を深める。
【授業の到達目標】
高等学校1年生程度の数学を用いて、力学の初歩的な問題が解けるようになる。
【授業の概要】
教科書を用いて、位置、変位、速度、加速度、質量、力の概念等物理学の初歩について講義する。
講義ごとに小テストを行い、次の講義までに添削し返却する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 物理量
〇事前学修 中学 1 年の数学を復習。
〇事後学修 物理の基礎となる質量、長さ、時間の基本単位を覚える。
第 ２回 単位と次元
〇事前学修 中学レベルの代数の計算を復習する。
〇事後学修 速度など物理量を組み合わせた単位の作り方のパターンを覚える。
第 ３回 物理量の測定法
〇事前学修 単位の作り方を復習する。
〇事後学修 物理量の測定精度の限界から、物理における有効数字の桁数を把握する。
第 ４回 位置と時間と速度
〇事前学修 中学数学の数直線及び表とグラフの復習。
〇事後学修 変位を求め、その後平均速度を計算する手法を復習する。
第 ５回 直線運動と加速度
〇事前学修 平均速度の計算法を復習。
〇事後学修 平均速度から平均加速度を求める手法を復習。
第 ６回 一般の運動と微分
〇事前学修 平均速度と平均加速度の計算を復習。
〇事後学修 極限の概念と使い方を理解する。
第 ７回 力
〇事前学修 速度、加速度の計算を復習。
〇事後学修 力＝質量×加速度となっている理由を納得する。
第 ８回 力のつり合い
〇事前学修 三角関数および力の計算法と力の原則について復習。
〇事後学修 力の合成について計算し復習する。
第 ９回 力の合成と分解
〇事前学修 三角関数および力のつり合いについて復習。
〇事後学修 作図および三角関数を用いた力の合成・分解を練習。
第 １０回 摩擦力を含む運動
〇事前学修 力の合成・分解について復習。
〇事後学修 垂直抗力の概念から運動 3 法則の有用性を納得する。
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2 単位

第 １１回 ばねとフックの法則
〇事前学修 力の合成を復習する。
〇事後学修 重力を用いた質量の測定を理解する。
第 １２回 単振動
〇事前学修 フックの法則および三角関数の復習。
〇事後学修 引数に時間を用いた三角関数の計算を復習。
第 １３回 一様な重力場での運動
〇事前学修 三角関数と力の合成と分解の復習。
〇事後学修 ベクトルの計算法を復習。
第 １４回 円運動
〇事前学修 力の合成と分解を復習。
〇事後学修 向心力から万有引力を有用性を納得する。
第 １５回 運動量と角運動量
〇事前学修 速度、加速度を復習。
〇事後学修 運動量の使い方と、力との関係を復習。
期末試験
【テキスト】
物理学入門 第3版（原 康夫 著、学術図書出版社）
【参考書・参考資料等】
物理学（小出 昭一郎 著、裳華房）
【成績評価の方法等】
小テストと期末試験の得点を合算して評価する。

評価が「合」

【履修要件等】
中学レベルの数学が必須。
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BG19-203070-A
区

分

教養教育科目－自然科目

授業科目
英

訳

配当年次

3 年次 後期

担当教員

久保 隆

物理学概論

授業形態

General Physics

単独

必選別

選択必修

単位数

2 単位

【授業の目的】
文系学科の学生に、文章から計算式を立て解を導く手法を習得させる。さらに、身の回りで起こる現象を計算から
予測する手法が存在することを理解させる。
【授業の到達目標】
義務教育レベルの演算を用い、種々の物理量を導出できるようになること。
【授業の概要】
位置、変位、速度、加速度、質量、力、熱、温度、エネルギー等物理学の初歩について講義する。講義ごとに小テス
トを行い、次の講義で添削した結果を返却する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 算数復習
〇事前学修 分数の計算を復習。
〇事後学修 代数を用いた分数の四則演算を復習。
第 ２回 代数と関数
〇事前学修 中学 1 年レベルの代数演算を復習。
〇事後学修 関数の概念を復習。
第 ３回 物理量と単位系
〇事前学修 小学校で学んだ接頭語を復習。
〇事後学修 ミリ、キロの換算を復習。
第 ４回 速度と距離
〇事前学修 中学数学の表とグラフを復習。
〇事後学修 1 次元の座標変換を復習。
第 ５回 直線運動と加速度
〇事前学修 座標を用いた状態の表現方法を復習。
〇事後学修 物理における単位の作り方を理解する。
第 ６回 力
〇事前学修 1 次元座標系における変位、速度、加速度の求め方を復習。
〇事後学修 力の概念を理解する。
第 ７回 力の合成と分解
〇事前学修 三角比を復習。
〇事後学修 力の合成・分解の結果が三角形を用いて予測できることを理解する。
第 ８回 仕事とエネルギー
〇事前学修 力と加速度を復習。
〇事後学修 力×距離＝仕事がエネルギーとなる経緯を理解し、その概念を理解する。
第 ９回 運動エネルギーと位置エネルギー
〇事前学修 1 次元座標系での速度、加速度、力の表現を復習。
〇事後学修 エネルギーを用いて物理量を予測する手法を理解する。
第 １０回 温度と熱量
〇事前学修 温度の定義を予習。
〇事後学修 熱量の計算法を理解する。
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第 １１回 気体の温度、体積、圧力
〇事前学修 代数を用いた四則演算を復習。
〇事後学修 大気圧の大きさと、熱による気体の体積および圧力の変化について理解する。
第 １２回 熱のする仕事
〇事前学修 理想気体の状態方程式を復習。
〇事後学修 大気圧中で熱した気体の成す仕事の大きさを理解する。
第 １３回 波の干渉と回折
〇事前学修 特になし。
〇事後学修 回折および干渉が観測される現象を物理では波と表現することを理解する。
第 １４回 力学と電気
〇事前学修 力、仕事、エネルギーについて復習。
〇事後学修 電界が力、電位差がエネルギー、電力が仕事率に結びつく量であることを理解する。
第 １５回 電流、電圧、電力
〇事前学修 電気と力学の関係を復習。
〇事後学修 電流、電圧、電力の意味と使い方を理解する。
期末試験
【テキスト】
なし
【参考書・参考資料等】
なし
【成績評価の方法等】
小テスト（60％）期末試験（40％）で評価を行う。

評価が「合」

【履修要件等】
代数を用いた演算の習得に意欲があるもの。

90

BG19-204010-B1
区

分

教養教育科目―言語科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

ヒギンボサム、テナント

英会話I (入門)

授業形態

English Conversation I (Entry)

単独, クラス
分け

1 年次 前期

必選別

選択必修

単位数

1 単位

【授業の目的】
この科目は1学年の初級レベルの学生に対し、英語コミュニケーション能力の育成を目的として行われる。
【授業の到達目標】
学生が簡単な調査を英語で行えるようになること。また、学生が調査結果をパワーポイントのスライドショーを使
って、英語でクラスメートにプレゼンを行えるようになること。
【授業の概要】
プロジェクトの説明 >>> プレゼンテーション 1 >>> プレゼンテーション2 >>> プレゼンテーション3
【授業計画と準備学修】
第 １回 プロジェクトの説明・語彙の学習方法の指導・教室で良く使う英語表現の紹介
〇事前学修 シラバスを読んで。
〇事後学修 語彙の学習
第 ２回 単語カードで、使用頻度の高い単語を学習 プレゼンテーション 1 の練習
〇事前学修 発表の練習する
〇事後学修 語彙の学習
第 ３回 プレゼンテーション 1: Me, me, me （３０秒)
〇事前学修 小テスト１語彙の学習
〇事後学修 語彙の学習
第 ４回 プロジェクトのテーマを決める
〇事前学修 小テスト 2 語彙の学習
〇事後学修 語彙の学習
第 ５回 Dictionary study (辞書 勉強)
〇事前学修 発表の練習する
〇事後学修 語彙の学習
第 ６回 プレゼンテーション 2 の練習
〇事前学修 小テスト 3 語彙の学習
〇事後学修 語彙の学習
第 ７回 プレゼンテーション 2 （３０秒 - 1 分)
〇事前学修 小テスト 4 語彙の学習
〇事後学修 語彙の学習
第 ８回 質問をする表現を学ぶ
〇事前学修 小テスト 5 語彙の学習
〇事後学修 語彙の学習
第 ９回 プレゼンテーション 3 の準備
〇事前学修 小テスト 6 語彙の学習
〇事後学修 語彙の学習
第 １０回 Presentation skills: body language
〇事前学修 小テスト 7 語彙の学習
〇事後学修 語彙の学習
第 １１回 PowerPoint のスライドショーを作る（パソコン教室で）
〇事前学修 小テスト 8 語彙の学習
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〇事後学修 語彙の学習
第 １２回 PowerPoint のスライドショーを作る（パソコン教室で）
〇事前学修 小テスト 9 語彙の学習
〇事後学修 語彙の学習
第 １３回 プレゼンテーション 3 の練習（クラスメートのフィードバック）
〇事前学修 発表の練習する
〇事後学修 語彙の学習
第 １４回 PowerPoint のプレゼンテーションの実施 (1 分 - 3 分)
〇事前学修 発表を練習する。
〇事後学修 あなたのプレゼンテーションを評価する。
第 １５回 前期の復習とまとめ；語彙小テスト
〇事前学修 皆のプレゼンテーションを評価する。
〇事後学修 前期の内容をすべて復習する。

【テキスト】

【参考書・参考資料等】

【成績評価の方法等】
授業態度：15% 宿題：15% 小テスト： 20% プレゼンテーション 1: 10%
ション 2: 10% プレゼンテーション 3: 30%
【履修要件等】
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評価が「合」
プレゼンテー

BG19-204010-B2
区

分

教養教育科目－言語科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 前期

担当教員

ヒギンボサム、テナント

英会話I

授業形態

English Conversation I

単独, クラス
分け

必選別

選択必修

単位数

1 単位

【授業の目的】
この科目は1学年の初級レベルの学生に対し、英語コミュニケーション能力の育成を目的として行われる。
【授業の到達目標】
学生が簡単な調査を英語で行えるようになること。また、学生が調査結果をパワーポイントのスライドショーを使
って、英語でクラスメートにプレゼンを行えるようになること。
【授業の概要】
プロジェクトの説明 >>> インタビューの質問を作る >>> 平和記念公園でインタビューする >>> PowerPointのプレ
ゼンテーション
【授業計画と準備学修】
第 １回 プロジェクトの説明・語彙の学習方法の指導・教室で良く使う英語表現の紹介
〇事前学修 シラバスを読んで。
〇事後学修 語彙を学ぶ。
第 ２回 ビデオでリスニングの練習 ；語彙小テスト
〇事前学修 語彙を学ぶ。
〇事後学修 About the course (ページ１）を読んで。
第 ３回 質問をする表現を学ぶ；語彙小テスト
〇事前学修 語彙を学ぶ。
〇事後学修 ムードルで例のインタビューを聞く。
第 ４回 グループを作る・プロジェクトのテーマを決める；語彙小テスト
〇事前学修 語彙を学ぶ。
〇事後学修 ムードルで例のインタビューを聞く。
第 ５回 インタビューのリスニングの練習；語彙小テスト
〇事前学修 語彙を学ぶ。
〇事後学修 ムードルで例のインタビューを聞く。
第 ６回 インタビューの質問を作る
〇事前学修 語彙を学ぶ。
〇事後学修 質問を作る。
第 ７回 IC レコーダーを使ったインタビューの練習
〇事前学修 語彙を学ぶ。
〇事後学修 インタビューのセリフを準備する。
第 ８回 IC レコーダーを使った丁寧なインタビューの練習
〇事前学修 自己紹介の練習
〇事後学修 インタビューの練習
第 ９回 学外授業：平和記念公園でインタビューする
〇事前学修 インタビューの練習
〇事後学修 録音したインタビューを聞く。
第 １０回 プレゼンテーションの計画
〇事前学修 Presentation Speech (ページ３６）を読んで。
〇事後学修 録音したインタビューを聞く。

93

第 １１回 PowerPoint のスライドショーを作る（パソコン教室で）
〇事前学修 Making the PowerPoint (ページ３８）を読んで。
〇事後学修 PowerPoint のスライドショーを作る。
第 １２回 プレゼンテーションの練習（クラスメートのフィードバック）
〇事前学修 (メールで)スライドショーを提出する。
〇事後学修 スライドショーを直す。発表を練習する。
第 １３回 PowerPoint のプレゼンテーションの実施
〇事前学修 (メールで)直したスライドショーを提出する。
〇事後学修 発表を練習する。
第 １４回 PowerPoint のプレゼンテーションの実施
〇事前学修 発表を練習する。
〇事後学修 あなたのプレゼンテーションを評価する。
第 １５回 前期の復習とまとめ；語彙小テスト
〇事前学修 皆のプレゼンテーションを評価する。
〇事後学修 コース評価をする。

【テキスト】
A Talk In The Park by George Higginbotham and John Tennant（著）
【参考書・参考資料等】
オンライン学習 moodle.hkg.ac.jp >>> A talk in the park のコース
【成績評価の方法等】
プロジェクトワーク： 70% ; 小テスト： 30%

評価が「合」

【履修要件等】
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BG19-204020-B1
区

分

教養教育科目－言語科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

ヒギンボサム、テナント

英会話II (入門)

授業形態

English Conversation II (entry)

単独, クラス
分け

1 年次 後期

必選別

選択必修

単位数

1 単位

【授業の目的】
この科目は1学年の初級レベルの学生に対し、英語コミュニケーション能力の育成を目的として行われる。
【授業の到達目標】
学生が簡単な調査を英語で行えるようになること。また、学生が調査結果をパワーポイントのスライドショーを使
って、英語でクラスメートにプレゼンを行えるようになること。
【授業の概要】
プロジェクトの説明 >>> インタビューの質問を作る >>> 平和記念公園でインタビューする >>> PowerPointのプレ
ゼンテーション
【授業計画と準備学修】
第 １回 プロジェクトの説明・語彙の学習方法の指導・教室で良く使う英語表現の紹介
〇事前学修 シラバスを読んで。
〇事後学修 語彙を学ぶ。
第 ２回 ビデオでリスニングの練習 ；語彙小テスト
〇事前学修 語彙を学ぶ。
〇事後学修 About the course (ページ１）を読んで。
第 ３回 質問をする表現を学ぶ；語彙小テスト
〇事前学修 語彙を学ぶ。
〇事後学修 ムードルで例のインタビューを聞く。
第 ４回 グループを作る・プロジェクトのテーマを決める；語彙小テスト
〇事前学修 語彙を学ぶ。
〇事後学修 ムードルで例のインタビューを聞く。
第 ５回 インタビューのリスニングの練習；語彙小テスト
〇事前学修 語彙を学ぶ。
〇事後学修 ムードルで例のインタビューを聞く。
第 ６回 インタビューの質問を作る
〇事前学修 語彙を学ぶ。
〇事後学修 質問を作る。
第 ７回 IC レコーダーを使ったインタビューの練習
〇事前学修 語彙を学ぶ。
〇事後学修 インタビューのセリフを準備する。
第 ８回 IC レコーダーを使った丁寧なインタビューの練習
〇事前学修 自己紹介の練習
〇事後学修 インタビューの練習
第 ９回 学外授業：平和記念公園でインタビューする
〇事前学修 インタビューの練習
〇事後学修 録音したインタビューを聞く。
第 １０回 プレゼンテーションの計画
〇事前学修 Presentation Speech (ページ３６）を読んで。
〇事後学修 録音したインタビューを聞く。
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第 １１回 PowerPoint のスライドショーを作る（パソコン教室で）
〇事前学修 Making the PowerPoint (ページ３８）を読んで。
〇事後学修 PowerPoint のスライドショーを作る。
第 １２回 プレゼンテーションの練習（クラスメートのフィードバック）
〇事前学修 (メールで)スライドショーを提出する。
〇事後学修 スライドショーを直す。発表を練習する。
第 １３回 PowerPoint のプレゼンテーションの実施
〇事前学修 (メールで)直したスライドショーを提出する。
〇事後学修 発表を練習する。
第 １４回 PowerPoint のプレゼンテーションの実施
〇事前学修 発表を練習する。
〇事後学修 あなたのプレゼンテーションを評価する。
第 １５回 前期の復習とまとめ；語彙小テスト
〇事前学修 皆のプレゼンテーションを評価する。
〇事後学修 コース評価をする。

【テキスト】
A Talk In The Park by George Higginbotham and John Tennant（著）
【参考書・参考資料等】
オンライン学習 moodle.hkg.ac.jp >>> A talk in the park のコース
【成績評価の方法等】
プロジェクトワーク： 70% ; 小テスト： 30%

評価が「合」

【履修要件等】

96

BG19-204020-B2
区

分

教養教育科目－言語科目

授業科目
英

訳

配当年次

1 年次 後期

担当教員

ヒギンボサム、テナント

英会話II

授業形態

English Conversation II

単独, クラス
分け

必選別

選択必修

単位数

1 単位

【授業の目的】
この科目は1学年の初級レベルの学生に対し、英語コミュニケーション能力の育成を目的とする。
【授業の到達目標】
学生が簡単な調査を英語で行えるようになること。また、学生が調査結果をパワーポイントのスライドショーを使
って、英語でクラスメートにプレゼンを行えるようになること。
【授業の概要】
プロジェクトの説明 >>> インタビューの質問を作る >>> 平和記念公園でインタビューする >>> PowerPointのプレゼ
ンテーション
【授業計画と準備学修】
第 １回 プロジェクトの説明・語彙の学習方法の指導
〇事前学修 シラバスを読んで。
〇事後学修 語彙を学ぶ。
第 ２回 世界的な問題のテーマの紹介
〇事前学修 インターネットで人口の問題について読んで。
〇事後学修 語彙を学ぶ。
第 ３回 環境問題
〇事前学修 インターネットで環境問題について読んで。
〇事後学修 語彙を学ぶ。
第 ４回 核兵器・核エネルギーの問題
〇事前学修 インターネットで日本の核エネルギーの問題について読んで。
〇事後学修 語彙を学ぶ。
第 ５回 グループを作る・プロジェクトのテーマを決める
〇事前学修 プロジェクトのテーマを考える。
〇事後学修 語彙を学ぶ。
第 ６回 インタビューの質問を作る。
〇事前学修 （日本語で）インタビューの質問を準備する。
〇事後学修 質問を作る。
第 ７回 IC レコーダーを使ったインタビューの練習
〇事前学修 質問をを提出する。
〇事後学修 インタビューのセリフを準備する。
第 ８回 学外授業：広島平和記念公園でインタビューする
〇事前学修 インタビューの練習
〇事後学修 録音したインタビューを聞く。
第 ９回 インタビューの録音内容を書き取る ・プレゼンテーションの計画
〇事前学修 インタビューをランク付けする（35 ページ）
〇事後学修 録音したインタビューを聞く。
第 １０回 PowerPoint のスライドショー を作る（パソコン教室で）
〇事前学修 Making the PowerPoint (ページ 38)を読んで。
〇事後学修 PowerPoint のスライドショーを作る。
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第 １１回 プレゼンテーションの練習 （クラスメートのフィードバック）
〇事前学修 (メールで)スライドショーを提出する。
〇事後学修 スライドショーを直す。発表を練習する。
第 １２回 プレゼンテーションの練習 （クラスメートのフィードバック）
〇事前学修 (メールで)スライドショーを提出する。クラスメートにで送る。
〇事後学修 スライドショーを直す。発表を練習する。
第 １３回 PowerPoint のプレゼンテーションの実施
〇事前学修 (メールで)直したスライドショーを提出する。クラスメートにで送る。
〇事後学修 発表を練習する。
第 １４回 PowerPoint のプレゼンテーションの実施
〇事前学修 (メールで)直したスライドショーを提出する。
〇事後学修 語彙を学ぶ。
第 １５回 後期の復習とまとめ；語彙小テスト
〇事前学修 小テストの語彙を学ぶ。
〇事後学修 コースを評価する。

【テキスト】
Another Talk In The Park - About Global Issues by George Higginbotham and John Tennant (著)
【参考書・参考資料等】
オンライン学習 moodle.hkg.ac.jp >>> About Global Issues のコース
【成績評価の方法等】
プロジェクトワーク： 70% ; 小テスト： 30%

評価が「合」

【履修要件等】
英会話Iをとっていること。

98

BG19-204030-C
区

分

教養教育科目－言語科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 前期

担当教員

ジョージ ヒギンボサム、ジョン テナント
、田中 健二、平瀬 洋子、吉本 由美

英語Ⅲ

授業形態

English Ⅲ

単独, クラス
分け

必選別

選択

単位数

1 単位

【授業の目的】
読む・聴く・書く・話すの4技能をできるだけ均等に総合的なバランスの取れた英語力の養成を目標にしたクラスで
ある。レベルによって4技能に置かれるウエイトはそれぞれ異なるが、英語Ⅲでは、それらのレベルに相応したテキス
トや教授法を用いて、1年次英語で習得した4技能の基盤を、様々な練習を通して発展させていくクラスである。また
、英語の背景にある文化に関する知識習得も期待される。
【授業の到達目標】
英語は今やGlobish（グローバル英語）と呼ばれ、グローバル化が進む中、世界共通言語として認識されている。そ
のトレンドの中、本学の学生も例外ではなく、中学・高校で学修した英語の4技能をさらに伸ばすことが高等教育機関
の義務であり、それがこのクラスの最大の目的である。加えて、英語Ⅲの目的として、1）反復練習でレベルにあった
英語力発展をはかり、2）応用練習で英語Ⅳクラスにつなげていく。
【授業の概要】
１．英文法を理解して、頻度の高い単語が使えるようになること
２．やさしい英語の本が速く読めて、内容が理解できるようになること
【授業計画と準備学修】
第 １回 授業の進め方と事前学修・事後学修についての説明
〇事前学修 シラバスをよく読み、授業内容を確認しておく
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 ２回 Speaking & Listening を中心にして、使用テキストに沿った活動 (1) Vocabulary building
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 ３回 Speaking & Listening を中心にして、使用テキストに沿った活動 (2) Grammar – word order
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 ４回 Speaking & Listening を中心にして、使用テキストに沿った活動 (3) Pronunciation training
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 ５回 Speaking & Listening を中心にして、使用テキストに沿った活動 (4) Tips for dialogue
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 ６回 Speaking & Listening を中心にして、使用テキストに沿った活動 (5) Video – language in
context
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 ７回 Speaking & Listening を中心にして、使用テキストに沿った活動 (6) Short presentation
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 ８回 復習とまとめ
〇事前学修 これまでの授業で理解できない箇所がないか確認しておく
〇事後学修 多読（1 回目締め切り）、オンライン課題 (moodle/MyELT)
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第 ９回 Reading & Writing を中心にして、使用テキストに沿った活動(1) Vocabulary – word origin
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 １０回 Reading & Writing を中心にして、使用テキストに沿った活動(2) Grammar – sentence parsing
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 １１回 Reading & Writing を中心にして、使用テキストに沿った活動(3) Dictation
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 １２回 Reading & Writing を中心にして、使用テキストに沿った活動(4) Timed reading
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 １３回 Reading & Writing を中心にして、使用テキストに沿った活動(5) Journal writing
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 １４回 Reading & Writing を中心にして、使用テキストに沿った活動(6) Mini project
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 １５回 前期の復習とまとめ
〇事前学修 前期の学修内容が理解できているか確認する
〇事後学修 多読（２回目締め切り）、期末試験の準備をする
期末試験
【テキスト】
工学部
a． b．プリント配布
c. World English Intro B 2nd.Ed.（Martin Milner、センゲージラーニング
情報文化学部
a．ｂ．プリント配布
c．10分間英語速読トレーニング 3rd Ed. Level1（桐原書店編集部、桐原書店）
d．World English Intro B 2nd.Ed.（Martin Milner、センゲージラーニング）
e．World English Intro A 2nd.Ed.（Martin Milner、センゲージラーニ
【参考書・参考資料等】
オンライン学習 moodle.hkg.ac.jp、quizlet.com
【成績評価の方法等】
評価が「合」
多読(20 %) 、授業への取り組み(30％)、小テスト(10％)、 期末試験(40％)で総合的に評価
する。
【履修要件等】
英語Ⅰ・Ⅱを受講済であること。
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BG19-204040-C
区

分

教養教育科目－言語科目

授業科目
英

訳

配当年次

2 年次 後期

担当教員

ジョージ ヒギンボサム、ジョン テナント
、 田中 健二、平瀬 洋子、吉本 由美

英語Ⅳ

授業形態

English Ⅳ

単独, クラス
分け

必選別

選択

単位数

1 単位

【授業の目的】
読む・聴く・書く・話すの4技能をできるだけ均等に総合的なバランスの取れた英語力の養成を目標にしたクラスで
ある。レベルによって4技能に置かれるウエイトはそれぞれ異なるが、英語Ⅳでは、それらのレベルに相応したテキス
トや教授法を用いて、1年次英語で習得した4技能の基盤を、様々な練習を通して発展させていくクラスである。また
、英語の背景にある文化に関する知識習得も期待される。
【授業の到達目標】
英語は今やGlobish（グローバル英語）と呼ばれ、グローバル化が進む中、世界共通言語として認識されている。そ
のトレンドの中、本学の学生も例外ではなく、中学・高校で学修した英語の4技能をさらに伸ばすことが高等教育機関
の義務であり、それがこのクラスの最大の目的である。加えて、英語Ⅳの目的として、1）反復練習でレベルにあった
英語力発展をはかり、2）応用練習で3年次の選択必修クラスにつなげていく。
【授業の概要】
１．英文法を理解して、頻度の高い単語が使えるようになること
２．やさしい英語の本が速く読めて、内容が理解できるようになること
【授業計画と準備学修】
第 １回 授業の進め方と事前学修・事後学修についての説明
〇事前学修 シラバスを読んで、授業内容を十分理解しておく
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 ２回 Speaking & Listening を中心にして、使用テキストに沿った活動 (1) Vocabulary building
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 ３回 Speaking & Listening を中心にして、使用テキストに沿った活動 (2) Grammar – word order
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 ４回 Speaking & Listening を中心にして、使用テキストに沿った活動 (3) Pronunciation training
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 ５回 Speaking & Listening を中心にして、使用テキストに沿った活動 (4) Tips for dialogue
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 ６回 Speaking & Listening を中心にして、使用テキストに沿った活動 (5) Video – language in
context
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 ７回 Speaking & Listening を中心にして、使用テキストに沿った活動 (6) Short presentation
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 ８回 復習とまとめ
〇事前学修 これまでの学修範囲が、理解できているか確認しておく
〇事後学修 多読（1 回目締め切り）、オンライン課題 (moodle/MyELT)
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第 ９回 Reading & Writing を中心にして、使用テキストに沿った活動(1) Vocabulary – word origin
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 １０回 Reading & Writing を中心にして、使用テキストに沿った活動(2) Grammar – sentence parsing
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 １１回 Reading & Writing を中心にして、使用テキストに沿った活動(3) Dictation
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 １２回 Reading & Writing を中心にして、使用テキストに沿った活動(4) Timed reading
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 １３回 Reading & Writing を中心にして、使用テキストに沿った活動(5) Journal writing
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 １４回 Reading & Writing を中心にして、使用テキストに沿った活動(6) Mini project
〇事前学修 語彙(quizlet)
〇事後学修 多読、オンライン課題 (moodle/MyELT)
第 １５回 後期の学修範囲の復習とまとめ
〇事前学修 後期で学修した内容が理解できているか確認する
〇事後学修 多読（２回目締め切り）、期末試験の準備をする
期末試験
【テキスト】
工学部
a．b．プリント配布
c．World English Intro B 2nd.Ed.（Martin Milner、センゲージラーニング）
情報文化学部
a．b．プリント配布
c．10分間英語速読トレーニング 3rd Ed. Level1. （桐原書店編集部、桐原書店）
d．e．World English Intro B 2nd.Ed. （Martin Milner、センゲージラーニング）
【参考書・参考資料等】
オンライン学習 moodle.hkg.ac.jp、quizlet.com
【成績評価の方法等】
評価が「合」
多読(20 % )、授業への取り組み(30％)、小テスト(10％)、 期末試験(40％)で総合的に評価
する。
【履修要件等】
英語Ⅰ・Ⅱを受講済であること。
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BG19-204050-D
区

分

教養教育科目－言語科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

平瀬 洋子

資格対策英語 Ⅰ

授業形態

Preparation for the TOEIC Ⅰ

単独

3 年次 前期

必選別

選択

単位数

1 単位

【授業の目的】
TOEIC IPでハイスコアが取れるように、リスニングとリーディングの力を養成すること。特に、文法の基礎力をつ
けるた
めに、基礎から応用へと段階的に学習を進め、英語の総合力を養成する。
【授業の到達目標】
TOEIC IPでスコアが400以上取れるようにすること。
【授業の概要】
現在、企業への就職、大学院への進学等で、TOEIC テストのスコアが必要になっているので、授業ではその試験対
策を行う。特に、実際の試験形式に合わせて、リスニングとリーディングを重点的に学修する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 TOEIC IP の問題形式と授業の進め方について説明
〇事前学修 シラバスをよく読んで、授業内容を理解しておく。
〇事後学修 TOEIC IP のプリント教材を仕上げて、テキストの語彙を調べる。
第 ２回 Unit 1 Transportation and Information (Listening Section)
〇事前学修 TOEIC IP のプリント教材を確認して、テキストの語彙を調べる。
〇事後学修 テキストの CD を聞いて、再度授業で間違った問題をやってみる。
第 ３回 Unit 1 Grammar Upgrade, TOEIC EXERCISE (Reading Section)、 オンライン教材「ぎゅっと
e」の使い方と課題についての説明
〇事前学修 テキストの語彙を調べて、問題をやっておく。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題（文法 50 問、リスニング 100 問）をする。
第 ４回 Unit 2 Instruction and Explanations (Listening Section)
〇事前学修 「ぎゅっと e」のテスト準備とテキストの語彙を調べる。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題（文法 50 問、リスニング 100 問）をする。
第 ５回 Unit 2 Grammar Upgrade, TOEIC EXERCISE (Reading Section)
〇事前学修 「ぎゅっと e」のテスト準備とテキストの語彙を調べる。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題（文法 50 問、リスニング 100 問）をする。
第 ６回 Unit 3 Eating and Drinking (Listening Section)
〇事前学修 「ぎゅっと e」のテスト準備とテキストの語彙を調べる。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題（文法 50 問、リスニング 100 問）をする。
第 ７回 Unit 3 Grammar Upgrade, TOEIC EXERCISE (Reading Section)
〇事前学修 「ぎゅっと e」のテスト準備とテキストの語彙を調べる。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題（文法 50 問、リスニング 100 問）をする。
第 ８回 Extra Test 1 とテキスト Unit 1～3 の復習
〇事前学修 テキスト Unit1~3 と「ぎゅっと e」の間違えた問題を復習しておく。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題（文法 50 問、リスニング 100 問）をする。
第 ９回 Unit 4 Business Scene (Listening Section)
〇事前学修 「ぎゅっと e」のテスト準備とテキストの語彙を調べる。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題（文法 50 問、リスニング 100 問）をする。
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第 １０回 Unit 4 Grammar Upgrade, TOEIC EXERCISE (Reading Section)
〇事前学修 「ぎゅっと e」のテスト準備とテキストの語彙を調べる。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題（文法 50 問、リスニング 100 問）をする。
第 １１回 Unit 5 Communication (Listening Section)
〇事前学修 「ぎゅっと e」のテスト準備とテキストの語彙を調べる。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の文法問題をする。
第 １２回 Unit 5 Grammar Upgrade, TOEIC EXERCISE (Reading Section)
〇事前学修 テキストの語彙を調べて、問題をやっておく。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の文法問題をする。
第 １３回 Unit 6 Socializing (Reading Section)
〇事前学修 テキストの語彙を調べて、問題をやっておく。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の文法問題をする。
第 １４回 Unit 6 Grammar Upgrade, TOEIC EXERCISE (Reading Section)
〇事前学修 「ぎゅっと e」の課題をすべて完了させる。
〇事後学修 授業中、テキストの間違った箇所を付属の CD で復習する。
第 １５回 Extra Test 2 とテキストの Unit 4～6 の復習
〇事前学修 テキスト Unit4~6 と「ぎゅっと e」の間違った問題を復習する。
〇事後学修 本番の TOEIC IP 試験に向けて過去問をやってみる。
期末試験
【テキスト】
Start-up Course for the TOEIC L&R TEST、Revised Ed.,（北山長貴他、成美堂）
【参考書・参考資料等】
必要に応じて、授業で紹介する。
【成績評価の方法等】
課題 (オンライン教材「ぎゅっとe」) 30% 、 授業への取り組み（20%）、TOEIC IPの試験
（50% ） で総合的に評価する。
【履修要件等】
授業にはテキスト、配布されたプリント、辞書を持参すること。
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評価が「合」

BG19-204060-D
区

分

教養教育科目－言語科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

平瀬 洋子

資格対策英語 Ⅱ

授業形態

Preparation for the TOEIC Ⅱ

単独

3 年次 後期

必選別

選択

単位数

1 単位

【授業の目的】
TOEIC IPでハイスコアが取れるように、リスニングとリーディングの力を養成すること。特に、文法の基礎力をつ
けるために、基礎から応用へと段階的に学習を進め、英語の総合力を養成する。
【授業の到達目標】
TOEIC IPでスコアが400以上取れるようにすること。
【授業の概要】
現在、企業への就職、大学院への進学等で、TOEIC テストのスコアが必要になっているので、授業ではその試験対
策を行う。特に、実際の試験形式に合わせて、リスニングとリーディングを重点的に学修する。
【授業計画と準備学修】
第 １回 TOEIC IP の問題形式と授業の進め方についての説明
〇事前学修 シラバスをよく読んで、授業内容を理解しておく。
〇事後学修 プリントの TOEIC IP の問題をやって、テキストの語彙を調べる。
第 ２回 Unit 7 Invitation (Listening Section)
〇事前学修 プリントの TOEIC IP の問題をやって、テキストの語彙を調べる。
〇事後学修 授業で間違った問題を復習する。
第 ３回 Unit 7 Grammar Upgrade, TOEIC EXERCISE (Reading Section) , オンライン教材「ぎゅっと
e」の説明
〇事前学修 テキストの語彙を調べて、問題をやっておく。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題（文法 50 問、リスニング 100 問）をする。
第 ４回 Unit 8 Medical Treatment and Insurance (Listening Section)
〇事前学修 「ぎゅっと e」のテスト準備とテキストの語彙を調べる。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題（文法 50 問、リスニング 100 問）をする。
第 ５回 Unit 8 Grammar Upgrade, TOEIC EXERCISE (Reading Section)
〇事前学修 「ぎゅっと e」のテスト準備とテキストの語彙を調べる。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題（文法 50 問、リスニング 100 問）をする。
第 ６回 Unit 9 Culture and Entertainment (Listening Section)
〇事前学修 「ぎゅっと e」のテスト準備とテキストの語彙を調べる。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題（文法 50 問、リスニング 100 問）をする。
第 ７回 Unit 9 Grammar Upgrade, TOEIC EXERCISE (Reading Section)
〇事前学修 「ぎゅっと e」のテスト準備とテキストの語彙を調べる。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題（文法 50 問、リスニング 100 問）をする。
第 ８回 Extra Test 3 と テキスト Unit 7～9 の復習
〇事前学修 「ぎゅっと e」のテスト準備とテキストの Unit7～9 の復習をする。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題（文法 50 問、リスニング 100 問）をする。
第 ９回 Unit 10 Shopping (Listening Section)
〇事前学修 「ぎゅっと e」のテスト準備とテキストの語彙を調べる。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題（文法 50 問、リスニング 100 問）をする。
第 １０回 Unit 10 Grammar Upgrade, TOEIC EXERCISE (Reading Section)
〇事前学修 「ぎゅっと e」のテスト準備とテキストの語彙を調べる。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題（文法 50 問、リスニング 100 問）をする。
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第 １１回 Unit 11 Sports and Exercise (Listening Section)
〇事前学修 「ぎゅっと e」のテスト準備とテキストの語彙を調べる。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の文法問題をする。
第 １２回 Unit 11 Grammar Upgrade, TOEIC EXERCISE (Reading Section)
〇事前学修 テキストの語彙を調べて、問題をやっておく。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の文法問題をする。
第 １３回 Unit 12 Trouble and Claims (Reading Section)
〇事前学修 テキストの語彙を調べて、問題をやっておく。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の文法問題をする。
第 １４回 Unit 12 Grammar Upgrade, TOEIC EXERCISE (Reading Section)
〇事前学修 テキストの語彙を調べて、問題をやっておく。
〇事後学修 「ぎゅっと e」の課題をすべてやっておく。
第 １５回 Unit 10～12 の復習
〇事前学修 テキスト Unit10～12 を復習して、プリント教材もやっておく。
〇事後学修 TOEIC IP の試験に向けて過去問をやる。

【テキスト】
Start-up Course for the TOEIC L&R TEST、Revised Ed.、（北山長貴他、成美堂）
【参考書・参考資料等】
必要に応じて、授業で紹介する。
【成績評価の方法等】
評価が「合」
課題 (オンライン教材「ぎゅっとe」) 30% 、 授業への取り組み20%、試験（TOEIC）50% で
総合的に評価する。
【履修要件等】
授業にはテキスト、配布されたプリント、辞書を持参すること。
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BG19-204070-C
区

分

教養教育科目―言語科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

川崎 千枝見、吉本 由美

資格対策日本語（a）（b）

授業形態

Japanese Career Preparation（a）（b）

単独, クラス
分け

2 年次 前期

必選別

選択

単位数

1 単位

【授業の目的】
日本語能力試験N1/N2合格を目指し、文法・語彙を増強し、読解のスキルを磨く
【授業の到達目標】
N1/N2レベルに合格できる実力を養うこと
【授業の概要】
日本語能力試験N1/N2の練習問題を解き、形式になれるとともに、知識を深め、試験への準備をおこなう
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション
〇事前学修 シラバスを読む
〇事後学修 教科書の「本書をお使いになる方へ」を読む
第 ２回 第 1 部 評論・解説・エッセイなど 1．文章のしくみを理解する 1）[対比]
〇事前学修 【読解】1-1-1 例題を読む、【語彙】第 1 週の例文を読み、確認テストをする
〇事後学修 【読解】1-1-1 練習問題を解く
第 ３回 第 1 部 評論・解説・エッセイなど 1．文章のしくみを理解する 2）[言い換え]
〇事前学修 【読解】1-1-2 例題を読む、【語彙】第 2 週の例文を読み、確認テストをする
〇事後学修 【読解】1-1-2 練習問題を解く
第 ４回 第 1 部 評論・解説・エッセイなど 1．文章のしくみを理解する 3）[比喩]
〇事前学修 【読解】1-1-3 例題を読む、【語彙】第 3 週の例文を読み、確認テストをする
〇事後学修 【読解】1-1-3 練習問題を解く
第 ５回 第 1 部 評論・解説・エッセイなど 1．文章のしくみを理解する 4）[疑問提示文]
〇事前学修 【読解】1-1-4 例題を読む、【語彙】第 4 週の例文を読み、確認テストをする
〇事後学修 【読解】1-1-4 練習問題を解く
第 ６回 第 1 部 評論・解説・エッセイなど 2．問いを解く技術を身につける 1）指示語を問う
〇事前学修 【読解】1-2-1 例題を読む、【文法】Unit1 の TEST をする
〇事後学修 【読解】1-2-1 練習問題を解く
第 ７回 第 1 部 評論・解説・エッセイなど 2．問いを解く技術を身につける 2）「だれが」「何を」な
どを問う
〇事前学修 【読解】1-2-2 例題を読む、【文法】Unit2 の TEST をする
〇事後学修 【読解】1-2-2 練習問題を解く
第 ８回 第 1 部 評論・解説・エッセイなど 2．問いを解く技術を身につける 3）下線部の意味を問う
〇事前学修 【読解】1-2-3 例題を読む、【文法】Unit3 の TEST をする
〇事後学修 【読解】1-2-3 練習問題を解く
第 ９回 第 1 部 評論・解説・エッセイなど 2．問いを解く技術を身につける 4）理由を問う
〇事前学修 【読解】1-2-4 例題を読む、【漢字】第 1 週の読み方を確認、確認テストをする
〇事後学修 【読解】1-2-4 練習問題を解く
第 １０回 第 1 部 評論・解説・エッセイなど 2．問いを解く技術を身につける 5）例を問う
〇事前学修 【読解】1-2-5 例題を読む、【漢字】第 2 週の読み方を確認、確認テストをする
〇事後学修 【読解】1-2-5 練習問題を解く
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第 １１回 第 2 部 広告・お知らせ・説明書きなど 1．全体をつかむ
〇事前学修 【読解】2-1 例題を読む、【漢字】第 3 週の読み方を確認、確認テストをする
〇事後学修 【読解】2-1 練習問題を解く
第 １２回 第 2 部 広告・お知らせ・説明書きなど 2．情報を探し出す
〇事前学修 【読解】2-2 例題を読む、【漢字】第 4 週の読み方を確認、確認テストをする
〇事後学修 【読解】2-2 練習問題を解く
第 １３回 模擬試験 1＜聴解＞
〇事前学修 言語知識「文字・語彙」の問題を解く
〇事後学修 間違えた問題を見直す
第 １４回 模擬試験 2＜読解＞
〇事前学修 言語知識「文法」の問題を解く
〇事後学修 間違えた問題を見直す
第 １５回 期末まとめ
〇事前学修 小テストを見直す
〇事後学修 テストに出題された練習問題を見直す

【テキスト】
(a)『新完全マスター 読解 日本語能力試験N1』（スリーエ―ネットワーク）(b)『新完全マスター 読解 日本語
能力試験N2』（スリーエ―ネットワーク）
【参考書・参考資料等】
(a)『日本語能力試験対策N1文法問題集』、『日本語能力試験対策N1 漢字・語彙』三修社（e-book）
(b)『日本語能力試験対策N2文法問題集』、『日本語能力試験対策N2 漢字・語彙』三修社（e-book）
【成績評価の方法等】
小テスト60％、期末まとめ時に実施するテスト40％

評価が「合」

【履修要件等】
外国人留学生のみ履修可能
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BG19-204080-C1
区

分

教養教育科目―言語科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

川崎 千枝見

ビジネス日本語（b）

授業形態

Business Japanese（b）

単独, クラス
分け

2 年次 後期

必選別

選択

単位数

【授業の目的】
ビジネスに必要なコミュニケーションの基本である敬語表現、ビジネスマナーなどを身につける
【授業の到達目標】
ビジネス場面において、適切な表現で、簡単な会話をすることができる
【授業の概要】
ビジネス場面での基本的な会話の練習をおこなう
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション
〇事前学修 シラバスを読む
〇事後学修 教科書の「本書の使い方（学習する方へ）」を読む
第 ２回 1 課 紹介する
〇事前学修 1 課のことばの意味を別冊（各国語版）で確認、発音練習する
〇事後学修 1 課の談話、会話のシャドーイングをする
第 ３回 2 課 あいさつをする
〇事前学修 2 課のことばの意味を別冊（各国語版）で確認、発音練習する
〇事後学修 2 課の談話、会話のシャドーイングをする
第 ４回 3 課 電話をかける・受ける（談話・練習）
〇事前学修 3 課のことばの意味を別冊（各国語版）で確認、発音練習する
〇事後学修 3 課のロールプレイをもう 1 つ選んでする
第 ５回 3 課 電話をかける・受ける（会話・ロールプレイ）
〇事前学修 3 課のことばを復習する
〇事後学修 3 課の談話、会話のシャドーイングをする
第 ６回 4 課 注意をする・注意を受ける（談話・練習）
〇事前学修 4 課のことばの意味を別冊（各国語版）で確認、発音練習する
〇事後学修 4 課のロールプレイをもう 1 つ選んでする
第 ７回 4 課 注意をする・注意を受ける（会話・ロールプレイ）
〇事前学修 4 課のことばを復習する
〇事後学修 4 課の談話、会話のシャドーイングをする
第 ８回 中間まとめ
〇事前学修 1-4 課の小テスト、ロールプレイを見直す
〇事後学修 1-4 課のクイズ、ビジネスコラムもう一度読む
第 ９回 5 課 頼む・断る（談話・練習）
〇事前学修 5 課のことばの意味を別冊（各国語版）で確認、発音練習する
〇事後学修 5 課のロールプレイをもう 1 つ選んでする
第 １０回 5 課 頼む・断る（会話・ロールプレイ）
〇事前学修 5 課のことばを復習する
〇事後学修 5 課の談話、会話のシャドーイングをする
第 １１回 6 課 許可をもらう（談話・練習）
〇事前学修 6 課のことばの意味を別冊（各国語版）で確認、発音練習する
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〇事後学修 6 課のロールプレイをもう 1 つ選んでする
第 １２回 6 課 許可をもらう（会話・ロールプレイ）
〇事前学修 6 課のことばを復習する
〇事後学修 6 課の談話、会話のシャドーイングをする
第 １３回 7 課 アポイントをとる
〇事前学修 7 課のことばの意味を別冊（各国語版）で確認、発音練習する
〇事後学修 7 課の談話、会話のシャドーイングをする
第 １４回 8 課 訪問する
〇事前学修 8 課のことばの意味を別冊（各国語版）で確認、発音練習する
〇事後学修 8 課の談話、会話のシャドーイングをする
第 １５回 期末まとめ
〇事前学修 5-8 課の小テスト、ロールプレイを見直す
〇事後学修 5-8 課のクイズ、ビジネスコラムもう一度読む

【テキスト】
『にほんごで働く！ビジネス日本語30時間』スリーエ―ネットワーク
【参考書・参考資料等】
『にっぽんのカイシャ～ビジネス日本語を実践する～』日本漢字能力検定協会
【成績評価の方法等】
課題50％、小テスト20％、期末まとめ時に実施するテスト30％
【履修要件等】
外国人留学生のみ履修可能
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BG19-204080-C2
区

分

教養教育科目―言語科目

授業科目
英

訳

配当年次

担当教員

吉本 由美

ビジネス日本語（a）

授業形態

Business Japanese（a）

単独, クラス
分け

2 年次 後期

必選別

選択

単位数

【授業の目的】
ビジネスに必要なコミュニケーションの基本である敬語表現、ビジネスマナーなどを身につける
【授業の到達目標】
ビジネス場面において、電話応対ができる
【授業の概要】
ビジネスの場面でのマナー、特に電話応対でよく使う表現を学ぶ
【授業計画と準備学修】
第 １回 オリエンテーション
〇事前学修 シラバスを読む
〇事後学修 教科書の「ビジネス電話応対～これだけは知っておきたいこと」を読む
第 ２回 電話を受ける Unit1-3 「第一声」ほか
〇事前学修 Unit1-3 のチェック 1、チェック 2 をする、語彙の読みと意味を確認する
〇事後学修 Unit1-3 のチャレンジ 2 ロールプレイをシャドーイングする
第 ３回 電話を受ける Unit4-6 「担当者へ取り次ぐ」ほか
〇事前学修 Unit4-6 のチェック 1、チェック 2 をする、語彙の読みと意味を確認する
〇事後学修 Unit4-6 のチャレンジ 2 ロールプレイをシャドーイングする
第 ４回 電話を受ける Unit7-9 「担当者が不在のときの対応」ほか
〇事前学修 Unit7-9 のチェック 1、チェック 2 をする、語彙の読みと意味を確認する
〇事後学修 Unit7-9 のチャレンジ 2 ロールプレイをシャドーイングする
第 ５回 電話を受ける Unit10-12 「間違い電話を受けたとき」ほか
〇事前学修 Unit10-12 のチェック 1、チェック 2 をする、語彙の読みと意味を確認する
〇事後学修 Unit10-12 のチャレンジ 2 ロールプレイをシャドーイングする
第 ６回 電話を受ける Unit13-15 「伝言を受ける」ほか
〇事前学修 Unit13-15 のチェック 1、チェック 2 をする、語彙の読みと意味を確認する
〇事後学修 Unit13-15 のチャレンジ 2 ロールプレイをシャドーイングする
第 ７回 電話を受ける Unit16-18 「自分の名前を名乗る」ほか
〇事前学修 Unit16-18 のチェック 1、チェック 2 をやる、語彙の読みと意味を確認する
〇事後学修 Unit16-18 のチャレンジ 2 ロールプレイをシャドーイングする
第 ８回 電話を受ける Unit19-20 「怒っている相手に謝る」ほか
〇事前学修 Unit19-20 のチェック 1、チェック 2 をやる、語彙の読みと意味を確認する
〇事後学修 Unit19-20 のチャレンジ 2 ロールプレイをシャドーイングする
第 ９回 中間まとめ
〇事前学修 第 1-8 回の小テストを見直す
〇事後学修 Unit1-20 の小テスト、授業で練習したロールプレイをもう一度やる
第 １０回 電話をかける Unit21-23 「取り次ぎを頼む」ほか
〇事前学修 Unit21-23 のチェック 1、チェック 2 をやる、語彙の読みと意味を確認する
〇事後学修 Unit21-23 のチャレンジ 2 ロールプレイをシャドーイングする
第 １１回 電話をかける Unit24-26 「伝言を頼む」ほか
〇事前学修 Unit24-26 のチェック 1、チェック 2 をやる、語彙の読みと意味を確認する
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〇事後学修 Unit24-26 のチャレンジ 2 ロールプレイをシャドーイングする
第 １２回 電話をかける Unit27-29 「至急のとき」ほか
〇事前学修 Unit27-29 のチェック 1、チェック 2 をやる、語彙の読みと意味を確認する
〇事後学修 Unit27-29 のチャレンジ 2 ロールプレイをシャドーイングする
第 １３回 共通 Unit30-32 「名前の漢字を尋ねる」ほか
〇事前学修 Unit30-32 のチェック 1、チェック 2 をやる、語彙の読みと意味を確認する
〇事後学修 Unit30-32 のチャレンジ 2 ロールプレイをシャドーイングする
第 １４回 共通 Unit33-35 「よく聞き取れないとき」など
〇事前学修 Unit33-35 のチェック 1、チェック 2 をやる、語彙の読みと意味を確認する
〇事後学修 Unit33-35 のチャレンジ 2 ロールプレイをシャドーイングする
第 １５回 期末まとめ
〇事前学修 第 10-14 回の小テストを見直す
〇事後学修 Unit21-35 の小テスト、授業で練習したロールプレイをもう一度やる

【テキスト】
『しごとの日本語 電話応対編』アルク
【参考書・参考資料等】
『しごとの日本語 メールの書き方編』『しごとの日本語 ビジネスマナー編』アルク
【成績評価の方法等】
課題50％、小テスト20％、まとめ時に実施するテスト30％
【履修要件等】
外国人留学生のみ履修可能

112

評価が「合」

